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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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1四半期 9,330 ― △108 ― △117 ― △2,625 ―

20年3月期第1四半期 6,440 40.1 35 ― 19 ― 12 ―

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1四半期 △9.06 ―

20年3月期第1四半期 0.04 ―

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1四半期 10,817 10,127 93.6 34.96
20年3月期 13,397 12,752 95.2 44.01

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,125百万円 20年3月期  12,750百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 17,300 ― 60 ― 40 ― △2,472 ― △8.53

通期 35,300 12.8 140 ― 90 ― △2,432 ― △8.39

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  無  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）上記の予想は、発表日現在における入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

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1四半期  289,747,982株 20年3月期  289,747,982株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  79,642株 20年3月期  78,989株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  289,668,488株 20年3月期第1四半期  289,747,982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20年６月30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 1,082,664 1,191,370

受取手形及び売掛金 252,312 44,596

有価証券 14,000 28,893

商品 1,170,056 968,855

製品 － 334,887

半製品 445,348 346,112

原材料 118,336 86,292

仕掛不動産 4,518,420 8,614,417

その他 72,062 276,970

貸倒引当金 △2,707 △2,661

流動資産合計 7,670,494 11,889,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 852,318 319,892

減価償却累計額 △122,765 △116,783

建物及び構築物（純額） 729,553 203,109

機械装置及び運搬具 334,538 327,921

減価償却累計額 △174,230 △164,304

機械装置及び運搬具（純額） 160,307 163,617

土地 1,148,711 547,511

その他 114,924 68,992

減価償却累計額 △47,030 △45,692

その他（純額） 67,893 23,299

有形固定資産合計 2,106,466 937,537

無形固定資産   

地上権 461,057 －

その他 8,449 4,235

無形固定資産合計 469,507 4,235

投資その他の資産   

投資有価証券 100,075 100,071

長期未収入金 361,572 361,539

出資金 11,205 12,150

その他 459,993 453,467

貸倒引当金 △361,572 △361,539

投資その他の資産合計 571,274 565,689

固定資産合計 3,147,248 1,507,461

資産合計 10,817,743 13,397,196
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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   

支払手形及び買掛金 131,522 39,206

短期借入金 － 113,322

1年内返済予定の長期借入金 105,822 －

未払金 91,512 77,561

未払法人税等 30,759 71,071

債務保証損失引当金 40,354 40,354

その他 60,897 51,830

流動負債合計 460,868 393,347

固定負債   

長期借入金 27,701 40,201

長期未払金 99,246 101,046

預り敷金保証金 6,233 13,333

金属鉱業等鉱害防止引当金 7,033 7,033

債務保証損失引当金 89,264 89,264

固定負債合計 229,478 250,878

負債合計 690,346 644,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 41,159,265 41,159,265

資本剰余金 6,826,247 6,826,247

利益剰余金 △37,829,366 △35,203,902

自己株式 △30,637 △30,613

株主資本合計 10,125,509 12,750,997

少数株主持分 1,886 1,973

純資産合計 10,127,396 12,752,970

負債純資産合計 10,817,743 13,397,196
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,330,739

売上原価 8,983,297

売上総利益 347,442

販売費及び一般管理費 456,360

営業損失（△） △108,918

営業外収益  

受取利息 2

国庫補助金収入 9,618

その他 6,872

営業外収益合計 16,493

営業外費用  

支払利息 571

休山管理費 22,969

その他 1,594

営業外費用合計 25,134

経常損失（△） △117,559

特別損失  

仕掛不動産評価損 1,804,083

減損損失 698,429

その他 33

特別損失合計 2,502,545

税金等調整前四半期純損失（△） △2,620,105

法人税、住民税及び事業税 5,444

法人税等合計 5,444

少数株主損失（△） △86

四半期純損失（△） △2,625,463
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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（△） △2,620,105

減価償却費 16,970

減損損失 698,429

貸倒引当金の増減額（△は減少） 79

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 571

有価証券売却損益（△は益） △1,645

仕掛不動産評価損 1,804,083

売上債権の増減額（△は増加） △207,715

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,571

仮払金の増減額（△は増加） 200,000

仕入債務の増減額（△は減少） 92,316

その他 △3,699

小計 △19,147

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △571

法人税等の支払額 △21,076

営業活動によるキャッシュ・フロー △40,792

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 16,539

有形固定資産の取得による支出 △55,265

無形固定資産の取得による支出 △1,648

敷金及び保証金の差入による支出 △7,336

その他 384

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,327

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △20,000

配当金の支払額 △561

その他 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,705

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,370

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,082,664
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