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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1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 ％

22年10月期第1四半期 2,720 △17.2 △803 ― △794 ― △820 ―

21年10月期第1四半期 3,287 ― △813 ― △819 ― △833 ―

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10月期第1四半期 △32.17 ―

21年10月期第1四半期 △32.65 ―

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10月期第1四半期 19,919 10,990 55.2 430.69
21年10月期 18,749 11,762 62.7 460.94

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  10,990百万円 21年10月期  11,762百万円

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

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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

0.00 ― 1.00 1.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

7,431 △18.1 △1,252 ― △1,273 ― △1,301 ― △51.01

通期 24,186 0.1 351 136.5 309 164.7 149 ― 5.86
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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 

平成22年10月期の連結業績予想は、平成21年12月11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。 

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10月期第1四半期 25,775,118株 21年10月期  25,775,118株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  255,661株 21年10月期  255,661株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 25,519,457株 21年10月期第1四半期 25,519,658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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,355,566 3,992,446

完成工事未収入金等 119,299 231,178

未成工事支出金 797,186 301,257

販売用不動産 2,571,847 2,447,048

原材料及び貯蔵品 155,235 103,291

繰延税金資産 24,675 30,543

その他 488,215 257,358

貸倒引当金 △6,879 △7,314

流動資産合計 8,505,146 7,355,810

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,239,237 3,308,019

機械装置及び運搬具（純額） 52,251 56,102

土地 6,042,828 6,043,773

建設仮勘定 415 126,000

その他（純額） 74,213 59,457

有形固定資産計 9,408,945 9,593,353

無形固定資産   

のれん 18,631 19,962

その他 297,660 124,732

無形固定資産計 316,291 144,694

投資その他の資産   

投資有価証券 997,912 949,106

長期貸付金 143,610 144,739

繰延税金資産 50,320 50,739

その他 623,113 638,398

貸倒引当金 △125,408 △127,474

投資その他の資産計 1,689,547 1,655,509

固定資産合計 11,414,785 11,393,556

資産合計 19,919,932 18,749,367
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 848,199 2,583,872

短期借入金 4,000,000 500,000

未払法人税等 16,536 82,417

繰延税金負債 388 1,241

未成工事受入金 1,436,409 833,034

完成工事補償引当金 149,903 172,625

その他 862,153 1,213,458

流動負債合計 7,313,590 5,386,649

固定負債   

退職給付引当金 653,738 633,296

役員退職慰労引当金 143,822 152,944

その他 817,785 813,484

固定負債合計 1,615,346 1,599,724

負債合計 8,928,937 6,986,374

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 4,427,452

利益剰余金 △472,433 348,460

自己株式 △56,740 △56,740

株主資本合計 11,013,092 11,833,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,097 △70,993

評価・換算差額等合計 △22,097 △70,993

純資産合計 10,990,995 11,762,993

負債純資産合計 19,919,932 18,749,367
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 3,287,017 2,720,123

売上原価 2,303,181 1,922,732

売上総利益 983,836 797,390

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 4,003 －

従業員給料手当 704,133 655,606

退職給付引当金繰入額 16,858 7,976

役員退職慰労引当金繰入額 3,642 2,794

賃借料 190,010 167,788

その他 878,850 766,810

販売費及び一般管理費合計 1,797,499 1,600,976

営業損失（△） △813,662 △803,585

営業外収益   

受取利息 2,835 1,684

受取配当金 1,618 3,367

保険転換差益 － 10,715

その他 6,744 3,754

営業外収益合計 11,198 19,522

営業外費用   

支払利息 14,549 9,109

減価償却費 774 130

その他 1,433 1,339

営業外費用合計 16,757 10,579

経常損失（△） △819,221 △794,642

特別利益   

前期損益修正益 6,649 －

貸倒引当金戻入額 3,348 2,500

役員退職慰労引当金戻入額 － 3,000

保険解約返戻金 － 625

特別利益合計 9,997 6,125

特別損失   

固定資産除却損 523 1,940

固定資産売却損 － 162

投資有価証券評価損 156 －

保険解約損 － 4,963

事務所閉鎖損失 4,303 －

その他 － 16

特別損失合計 4,983 7,082

税金等調整前四半期純損失（△） △814,207 △795,599

法人税、住民税及び事業税 4,496 19,860

法人税等調整額 14,521 5,434

法人税等合計 19,017 25,294

四半期純損失（△） △833,225 △820,894
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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）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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（△） △814,207 △795,599

減価償却費 98,950 91,896

のれん償却額 1,330 1,330

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △34,704 △22,722

退職給付引当金の増減額（△は減少） 285 20,441

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,665 △9,121

貸倒引当金の増減額（△は減少） 655 △2,500

受取利息及び受取配当金 △4,453 △5,052

支払利息 14,549 9,109

為替差損益（△は益） 532 100

投資有価証券評価損益（△は益） 156 －

固定資産売却損益（△は益） － 162

固定資産除却損 523 1,940

売上債権の増減額（△は増加） 229,467 111,879

未成工事支出金の増減額（△は増加） △248,144 △495,929

販売用不動産の増減額（△は増加） △166,102 △124,799

たな卸資産の増減額（△は増加） △243,677 △124,021

仕入債務の増減額（△は減少） △2,496,988 △1,735,672

未払消費税等の増減額（△は減少） △185,881 △234,406

未成工事受入金の増減額（△は減少） 239,926 603,374

その他の資産の増減額（△は増加） △147,922 △143,870

その他の負債の増減額（△は減少） △257,523 △138,137

その他 1,880 4,301

小計 △4,008,683 △2,987,295

利息及び配当金の受取額 5,312 5,265

利息の支払額 △20,510 △14,651

法人税等の支払額 △57,645 △64,262

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,081,526 △3,060,942

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △149 △149

有形固定資産の取得による支出 △60,941 △25,083

有形固定資産の売却による収入 － 5,198

無形固定資産の取得による支出 △425 △72,717

無形固定資産の売却による収入 219 －

貸付けによる支出 － △900

貸付金の回収による収入 2,874 2,289

有形固定資産の除却による支出 △300 －

その他 196,675 15,525

投資活動によるキャッシュ・フロー 137,953 △75,836
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（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

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） 4,050,000 3,500,000

自己株式の取得による支出 △5 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,049,994 3,500,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △532 △100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,889 363,120

現金及び現金同等物の期首残高 3,561,726 3,662,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,667,615 4,025,566
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