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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 14,668 ― 597 ― 547 ― 264 ―

20年3月期第3四半期 11,001 △33.1 423 △83.3 355 △85.5 181 △87.0

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3月期第3四半期 2,733.66 ―

20年3月期第3四半期 1,812.83 ―

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3月期第3四半期 22,329 9,297 41.6 96,924.13
20年3月期 24,250 9,281 38.3 94,521.02

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,297百万円 20年3月期  9,281百万円

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3月期 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2,000.00 2,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3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 19,500 30.6 750 51.2 650 62.3 340 77.0 3,523.43

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  

(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  

(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） 

(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．本資料に記載されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおりますので、実際の業績
は、これらの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。 
３．業績予想の前提となる仮定等につきましては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3月期第3四半期  102,744株 20年3月期  102,744株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  6,820株 20年3月期  4,552株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  96,688株 20年3月期第3四半期  100,251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20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 641,355 1,066,868

受取手形及び売掛金 254,488 221,208

販売用不動産 8,846,774 7,889,394

未成工事支出金 26,321 9,452

仕掛販売用不動産 2,027,280 4,024,651

商品及び製品 139,015 93,400

原材料及び貯蔵品 74,949 106,877

繰延税金資産 77,471 54,977

その他 316,889 356,199

貸倒引当金 △5,815 △2,616

流動資産合計 12,398,731 13,820,414

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,624,321 3,727,294

機械装置及び運搬具（純額） 588 773

工具、器具及び備品（純額） 50,696 52,602

土地 6,111,409 6,500,134

有形固定資産合計 9,787,016 10,280,804

無形固定資産   

無形固定資産合計 60,290 62,055

投資その他の資産   

投資有価証券 15,000 15,000

長期貸付金 38,683 36,255

繰延税金資産 23,095 23,925

その他 39,881 40,093

貸倒引当金 △33,132 △27,957

投資その他の資産合計 83,527 87,316

固定資産合計 9,930,834 10,430,175

資産合計 22,329,565 24,250,590
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,222,336 947,328

短期借入金 8,188,200 9,932,800

1年内返済予定の長期借入金 1,164,896 1,403,748

未払法人税等 189,356 66,238

完成工事補償引当金 32,948 31,320

その他 427,949 296,174

流動負債合計 11,225,686 12,677,610

固定負債   

長期借入金 1,663,759 2,160,687

退職給付引当金 64,507 56,352

その他 78,262 74,765

固定負債合計 1,806,528 2,291,805

負債合計 13,032,215 14,969,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,500 2,077,500

資本剰余金 2,205,165 2,205,165

利益剰余金 5,366,466 5,298,537

自己株式 △351,780 △300,027

株主資本合計 9,297,350 9,281,174

純資産合計 9,297,350 9,281,174

負債純資産合計 22,329,565 24,250,590
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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４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 14,668,157

売上原価 12,306,253

売上総利益 2,361,904

販売費及び一般管理費 1,764,263

営業利益 597,640

営業外収益  

受取利息 852

受取配当金 72

業務受託手数料 72,442

受取事務手数料 54,735

その他 12,921

営業外収益合計 141,024

営業外費用  

支払利息 182,480

その他 8,467

営業外費用合計 190,947

経常利益 547,718

特別利益  

固定資産売却益 5,106

特別利益合計 5,106

特別損失  

固定資産除却損 3,711

減損損失 46,881

リース解約損 1,127

特別損失合計 51,720

税金等調整前四半期純利益 501,104

法人税、住民税及び事業税 258,456

法人税等調整額 △21,663

法人税等合計 236,792

四半期純利益 264,312
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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４月１日 
 至 平成20年12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利益 501,104

減価償却費 134,963

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,154

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,373

受取利息及び受取配当金 △924

支払利息 182,480

減損損失 46,881

固定資産除却損 3,711

固定資産売却損益（△は益） △5,106

売上債権の増減額（△は増加） △33,279

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,009,434

仕入債務の増減額（△は減少） 275,007

その他 154,069

小計 2,286,497

利息及び配当金の受取額 924

利息の支払額 △177,509

法人税等の支払額 △134,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,975,808

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 △43,673

有形固定資産の売却による収入 370,855

無形固定資産の取得による支出 △12,150

貸付けによる支出 △1,850

貸付金の回収による収入 17,962

その他の支出 △5,105

その他の収入 96

投資活動によるキャッシュ・フロー 326,134

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） △1,376,600

長期借入金の返済による支出 △1,103,780

自己株式の取得による支出 △51,753

配当金の支払額 △195,323

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,727,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △425,512

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,868

現金及び現金同等物の四半期末残高 641,355
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