
平成22年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成22年2月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＳＥＥＤ 上場取引所 大 
コード番号 1739 URL http://www.seed-kyoto.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 宮本 篤彦
問合せ先責任者 （役職名） 管理本部副部長 （氏名） 岡橋 成恭 TEL 075-595-1311
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第3四半期 2,174 △28.1 △89 ― △124 ― △141 ―
21年3月期第3四半期 3,023 ― △9 ― △48 ― 26 ―

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

22年3月期第3四半期 △12,434.76 ―
21年3月期第3四半期 2,161.37 ―

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

22年3月期第3四半期 4,269 923 21.6 81,174.94
21年3月期 5,016 1,065 21.2 93,609.70

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  923百万円 21年3月期  1,065百万円

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  
平成22年3月期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
平成22年1月14日に平和建設株式会社を子会社化したことにより、上記の業績予想は連結業績予想としております。 

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 3,583 ― 2 ― △45 ― △64 ― △5,623.90
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

[（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。] 

(2) 四半期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。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第3四半期 12,300株 21年3月期  12,300株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  920株 21年3月期  920株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 11,380株 21年3月期第3四半期 12,139株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 上記の記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、 
  業績の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
2. 平成22年3月期の配当につきましては、現時点では未定であります。今後の業績等を総合的に勘案して、決定次第開示いたします。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心に回復する輸出需要に支えられ明
るい兆しが見え始めたものの、円高基調やデフレなどますます厳しくなる経済状況が混迷の様相を呈
しております。また、所得・雇用不安による個人消費が不振であり、そのため先行きに不透明感があ
り、景気回復は減速方向へと推移しております。 
大手・中堅の建設業界におきましては、長引く不動産市況の悪化や賃貸マンション市況の低迷が新

規着工件数の不振につながっており、建設需要の一段と冷え込み、受注獲得競争が熾烈となって低調
なる業容が余儀無くされております。 
このような状況下で、当社は全力を挙げて営業戦略を展開させ、積極的な販売活動に取り組みまし

たが、当第３四半期累計期間の受注高につきましては、992百万円（前年同四半期は2,264百万円と比
べ56.2％減）に留まりました。 
業績におきましては、売上高では2,174百万円と前年同四半期3,023百万円と比べ28.1％減となり、

利益面では、営業損失89百万円（前年同四半期は営業損失9百万円）、経常損失124百万円（前年同四
半期は経常損失48百万円）、四半期純損失141百万円（前年同四半期は四半期純利益26百万円）とな
りました。 
一方、本年１月13日に公表しました「平和建設株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知ら

せ」の通り、平和建設株式会社の全株式を取得し完全子会社化と致しました。当社は第４四半期から
連結による決算を行ないますが、２月５日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」の通
り、通期連結業績予想において上方修正となる予定であります。 
なお、当通期連結業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分

に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化により、公表しました数値と異なる
場合があります。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産 
流動資産は、前事業年度末に比べて26.8％減少し、2,069百万円となりました。これは、現金及

び預金が109百万円、完成工事未収入金が66百万円、販売用不動産が507百万円、未成工事支出金
が21百万円それぞれ減少したことなどによります。 
 固定資産は、前事業年度末に比べて0.5％増加し、2,199百万円となりました。これは、差入保
証金が99百万円増加したことなどによります。 
 この結果、資産合計は、前事業年度末に比べて14.9％減少し、4,269百万円となりました。 

② 負債 
流動負債は、前事業年度末に比べて22.3％減少し、1,408百万円となりました。これは、工事未

払金が210百万円、短期借入金が73百万円、店舗閉鎖損失引当金が50百万円それぞれ減少したこと
などによります。 
 固定負債は、前事業年度末に比べて9.5％減少し、1,936百万円となりました。これは、社債が
30百万円、長期借入金が170百万円それぞれ減少したことなどによります。 
 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて15.3％減少し、3,345百万円となりました。 

③ 純資産 
純資産合計は、前事業年度末に比べて13.3％減少し、923百万円となりました。これは、利益剰

余金が141百万円減少したことによります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて114百万円減少
（前年同四半期は290百万円増加）し、615百万円となりました。 

 ① 営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュ・フローは170百万円の増加（前年同四半期は790百万円の増加）と

なりました。 
 その主な内訳は、税引前四半期純損失が116百万円、仕入債務の減少が210百万円及び差入保証
金の増加が99百万円ありましたが、減価償却費が110百万円、売上債権が65百万円及びたな卸資産
が479百万円の減少により資金増加となりました。              

 ② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動によるキャッシュ・フローは10百万円の減少（前年同四半期は150百万円の減少）とな

りました。 
 その主な内訳は、定期預金の払戻による収入が37百万円ありましたが、定期預金の預入による
支出が47百万円あったことにより資金減少となりました。 

 ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動によるキャッシュ・フローは274百万円の減少（前年同四半期は350百万円の減少）と

なりました。 
 その主な内訳は、短期・長期借入れによる収入が760百万円ありましたが、短期・長期借入れの
返済が1,004百万円あったことにより資金減少となりました。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成22年２月５日付「業績予想の修正に関するお知らせ」
において公表いたしました通期の業績予想の数値から変更はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額500百万円以上かつ工期１年超の工事

については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事
契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適
用し、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる
工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工
事完成基準を適用しております。 
これにより、売上高は349百万円増加、売上総利益は29百万円増加、営業損失は29百万円、経常損

失は29百万円及び税引前四半期純損失は29百万円それぞれ減少しております。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 659,112 768,354

完成工事未収入金 116,888 183,776

不動産事業未収入金 6,638 5,260

販売用不動産 868,975 1,376,428

未成工事支出金 8,891 29,982

仕掛販売用不動産 375,730 384,630

原材料及び貯蔵品 63 45

その他 33,908 80,723

貸倒引当金 △742 △1,232

流動資産合計 2,069,466 2,827,969

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,511,489 1,587,490

その他（純額） 390,933 406,626

有形固定資産合計 1,902,422 1,994,117

無形固定資産 7,148 8,483

投資その他の資産   

その他 298,053 194,480

貸倒引当金 △8,032 △8,592

投資その他の資産合計 290,021 185,888

固定資産合計 2,199,593 2,188,488

資産合計 4,269,059 5,016,458

負債の部   

流動負債   

工事未払金 180,102 390,321

不動産事業未払金 5,914 5,712

短期借入金 727,852 801,332

1年内償還予定の社債 360,000 360,000

未払法人税等 753 650

賞与引当金 5,700 25,900

店舗閉鎖損失引当金 － 50,429

工事損失引当金 2,419 －

その他 125,781 177,397

流動負債合計 1,408,523 1,811,743

固定負債   

社債 590,000 620,000

長期借入金 831,230 1,002,003

退職給付引当金 30,541 27,143

預り保証金 441,592 445,109

その他 43,402 45,181

固定負債合計 1,936,765 2,139,436

負債合計 3,345,288 3,951,179
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 260,782 260,782

資本剰余金 226,282 226,282

利益剰余金 471,666 613,174

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 923,770 1,065,278

純資産合計 923,770 1,065,278

負債純資産合計 4,269,059 5,016,458
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,023,381 2,174,599

売上原価 2,591,911 1,950,190

売上総利益 431,469 224,409

販売費及び一般管理費 441,373 314,381

営業損失（△） △9,903 △89,972

営業外収益   

受取利息 700 238

受取配当金 0 0

受取手数料 841 1,201

有価証券償還益 888 －

還付加算金 － 679

その他 829 1,283

営業外収益合計 3,259 3,403

営業外費用   

支払利息 35,394 31,817

その他 6,792 5,889

営業外費用合計 42,186 37,706

経常損失（△） △48,830 △124,275

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 3,443

店舗閉鎖損失引当金戻入額 9,330 4,000

前期損益修正益 7,835 －

その他 1,491 1,584

特別利益合計 18,657 9,029

特別損失   

その他 43 935

特別損失合計 43 935

税引前四半期純損失（△） △30,216 △116,181

法人税、住民税及び事業税 2,206 865

過年度法人税等 － △878

法人税等調整額 △58,659 25,339

法人税等合計 △56,452 25,325

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26,236 △141,507
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 【第３四半期会計期間】 
(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,006,104 681,423

売上原価 877,374 576,435

売上総利益 128,730 104,988

販売費及び一般管理費 137,624 93,527

営業利益又は営業損失（△） △8,894 11,460

営業外収益   

受取利息 162 58

受取手数料 248 385

有価証券償還益 888 －

その他 198 142

営業外収益合計 1,497 585

営業外費用   

支払利息 12,336 10,493

その他 1,005 1,677

営業外費用合計 13,342 12,170

経常損失（△） △20,739 △124

特別利益   

貸倒引当金戻入額 355 140

受取保険金 － 401

特別利益合計 355 541

特別損失   

固定資産除却損 － 96

店舗閉鎖損失 510 －

その他 43 －

特別損失合計 553 96

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △20,937 319

法人税、住民税及び事業税 425 167

法人税等調整額 △7,668 －

法人税等合計 △7,243 167

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,694 152
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △30,216 △116,181

減価償却費 123,434 110,980

貸倒引当金の増減額（△は減少） △427 △1,050

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,300 △20,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △939 3,397

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 2,419

受取利息及び受取配当金 △700 △239

支払利息 35,394 31,817

店舗閉鎖損失引当金戻入額 △9,330 △4,000

有価証券償還損益（△は益） △888 －

たな卸資産評価損 6,805 －

固定資産除却損 － 935

売上債権の増減額（△は増加） 454,880 65,511

たな卸資産の増減額（△は増加） 432,894 479,477

未収消費税等の増減額（△は増加） 14,622 －

差入保証金の増減額（△は増加） △372 △99,350

仕入債務の増減額（△は減少） △144,546 △210,017

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,395 △34,855

未成工事受入金の増減額（△は減少） △38,900 8,892

預り保証金の増減額（△は減少） 31,610 △8,182

その他 △53,264 △37,219

小計 822,151 172,133

利息及び配当金の受取額 852 239

利息の支払額 △26,844 △25,180

法人税等の支払額 △5,506 △216

法人税等の還付額 － 23,037

営業活動によるキャッシュ・フロー 790,652 170,013

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △223,811 △1,804

有形固定資産の売却による収入 － 2,649

無形固定資産の取得による支出 － △344

定期預金の預入による支出 △26,955 △47,955

定期預金の払戻による収入 60,000 37,000

有価証券の償還による収入 40,000 －

その他 621 426

投資活動によるキャッシュ・フロー △150,146 △10,027
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,150,000 630,000

短期借入金の返済による支出 △1,450,000 △730,000

長期借入れによる収入 300,000 130,000

長期借入金の返済による支出 △229,998 △274,253

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △34,960 －

配当金の支払額 △55,121 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,079 △274,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 290,425 △114,347

現金及び現金同等物の期首残高 304,028 729,610

現金及び現金同等物の四半期末残高 594,454 615,262
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱SEED(1739)平成22年3月期 第3四半期決算短信

―　11　―



  

当第３四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １  金額は、工事原価によっております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

事業部門別の名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

建設請負事業 401 △2.0

合計 401 △2.0

(2) 受注実績

事業部門別の名称
受注高
(百万円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(百万円)

前年同四半期比
(％)

建設請負事業 123 △71.7 1,285 △40.9

不動産販売事業 47 △84.8 40 ―

合計 171 △77.1 1,325 △39.1

(3) 販売実績

事業部門別の名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

建設請負事業 467 △3.1

不動産販売事業 7 △97.7

不動産賃貸事業 202 △1.6

その他 4 8.3

合計 681 △32.3
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(注) １  主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

相手先

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

㈱創成コーポレーション 195 19.4 ― ―

京都市西京区内個人顧客 155 15.4 ― ―

㈱セフティ 121 12.1 ― ―

京都府相楽郡精華町内個
人顧客

110 10.9 ― ―

㈲カタタビル ― ― 66 9.8

京都市伏見区内個人顧客 ― ― 61 9.0

京都市西京区内個人顧客 ― ― 36 5.4

京都府長岡京市内個人顧
客

― ― 31 4.6

京都市北区内個人顧客 ― ― 30 4.5
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