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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年10月期第3四半期 14,329 ― △972 ― △992 ― △1,112 ―

20年10月期第3四半期 16,648 △4.9 △2,060 ― △2,104 ― △2,292 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年10月期第3四半期 △43.61 ―

20年10月期第3四半期 △95.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年10月期第3四半期 21,420 10,666 49.8 417.99
20年10月期 21,076 11,854 56.2 464.51

（参考） 自己資本   21年10月期第3四半期  10,666百万円 20年10月期  11,854百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年10月期 ― 0.00 ―

21年10月期 
（予想）

1.00 1.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 25,067 △12.8 281 ― 232 ― 169 ― 6.66
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  
新規     － 社 （社名          ）          除外     － 社 （社名          ） 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年10月期の連結業績予想は、平成20年12月12日付で発表した業績予想から変更しておりません。上記の予想は本資料発表日現在において入
手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50
号）附則７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第3四半期 25,775,118株 20年10月期  25,775,118株

② 期末自己株式数 21年10月期第3四半期  255,661株 20年10月期  255,413株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第3四半期 25,519,556株 20年10月期第3四半期 23,999,912株
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,434,299 3,891,726

完成工事未収入金等 153,802 300,694

未成工事支出金 854,127 639,015

販売用不動産 3,103,501 3,702,393

原材料及び貯蔵品 162,046 107,438

繰延税金資産 11,915 19,984

その他 1,184,081 431,307

貸倒引当金 △3,245 △3,485

流動資産合計 9,900,527 9,089,075

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,286,725 3,391,833

機械装置及び運搬具（純額） 59,126 77,578

土地 6,045,573 6,088,660

建設仮勘定 101,584 19,339

その他（純額） 65,802 83,190

有形固定資産計 9,558,811 9,660,603

無形固定資産   

のれん 21,292 25,285

その他 134,605 176,453

無形固定資産計 155,898 201,739

投資その他の資産   

投資有価証券 977,605 1,077,109

長期貸付金 146,737 149,317

その他 813,651 1,025,798

貸倒引当金 △132,968 △126,995

投資その他の資産計 1,805,025 2,125,229

固定資産合計 11,519,735 11,987,572

資産合計 21,420,262 21,076,648
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 1,846,108 3,294,559

短期借入金 3,000,000 950,000

未払法人税等 37,661 63,498

繰延税金負債 600 984

未成工事受入金 2,719,721 1,682,867

完成工事補償引当金 167,859 234,075

その他 1,376,713 1,330,917

流動負債合計 9,148,665 7,556,902

固定負債   

退職給付引当金 656,472 667,025

役員退職慰労引当金 145,768 135,967

繰延税金負債  21,687

その他 802,464 840,806

固定負債合計 1,604,705 1,665,487

負債合計 10,753,371 9,222,389

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,114,815 7,114,815

資本剰余金 4,427,452 7,508,478

利益剰余金 △775,928 △2,744,161

自己株式 △56,740 △56,729

株主資本合計 10,709,597 11,822,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,706 31,855

評価・換算差額等合計 △42,706 31,855

純資産合計 10,666,891 11,854,258

負債純資産合計 21,420,262 21,076,648
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 14,329,559

売上原価 10,212,277

売上総利益 4,117,281

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 2,036,016

退職給付引当金繰入額 39,192

役員退職慰労引当金繰入額 11,050

貸倒引当金繰入額 6,357

賃借料 530,911

その他 2,466,204

販売費及び一般管理費合計 5,089,733

営業損失（△） △972,451

営業外収益  

受取利息 9,828

受取配当金 5,452

その他 29,205

営業外収益合計 44,486

営業外費用  

支払利息 48,193

貸倒引当金繰入額 621

減価償却費 2,322

その他 13,125

営業外費用合計 64,262

経常損失（△） △992,227

特別利益  

前期損益修正益 6,649

固定資産売却益 577

完成工事補償引当金戻入額 13,501

貸倒引当金戻入額 1,246

特別利益合計 21,974

特別損失  

前期損益修正損 40,226

固定資産除却損 9,364

投資有価証券評価損 165

減損損失 62,199

保険解約損 493

事務所閉鎖損失 4,240

特別損失合計 116,690

税金等調整前四半期純損失（△） △1,086,943

法人税、住民税及び事業税 18,189

法人税等調整額 7,660

法人税等合計 25,850

四半期純損失（△） △1,112,793
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,086,943

減価償却費 300,749

減損損失 62,199

のれん償却額 3,992

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △66,215

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,553

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,801

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,732

受取利息及び受取配当金 △15,280

支払利息 48,193

為替差損益（△は益） 175

投資有価証券評価損益（△は益） 165

固定資産売却損益（△は益） △577

固定資産除却損 9,364

投資事業組合運用損益（△は益） 231

売上債権の増減額（△は増加） 146,892

未成工事支出金の増減額（△は増加） △215,112

販売用不動産の増減額（△は増加） 598,892

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,607

仕入債務の増減額（△は減少） △1,448,450

未払消費税等の増減額（△は減少） △185,881

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,036,854

その他の資産の増減額（△は増加） △756,863

その他の負債の増減額（△は減少） 240,585

その他 △38,342

小計 △1,414,998

利息及び配当金の受取額 16,031

利息の支払額 △47,819

法人税等の支払額 △52,117

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,498,903
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 20,000

投資有価証券の取得による支出 △449

有形固定資産の取得による支出 △220,183

有形固定資産の売却による収入 1,050

無形固定資産の取得による支出 △8,378

無形固定資産の売却による収入 4,606

貸付けによる支出 △2,400

貸付金の回収による収入 7,945

有形固定資産の除却による支出 △6,006

その他 195,480

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,336

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,050,000

自己株式の取得による支出 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,049,988

現金及び現金同等物に係る換算差額 △175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 542,572

現金及び現金同等物の期首残高 3,561,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,104,299
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