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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 8,457 △9.4 △646 ― △649 ― △654 ―
21年3月期第1四半期 9,330 ― △108 ― △117 ― △2,625 ―

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1四半期 △2.26 ―
21年3月期第1四半期 △9.06 ―

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1四半期 9,737 8,780 90.2 30.31
21年3月期 9,976 9,435 94.6 32.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,780百万円 21年3月期  9,435百万円

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

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

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

17,500 △20.6 40 △98.3 10 △99.6 0 ― 0.00

通期 39,000 6.6 330 △79.5 280 △82.0 250 ― 0.79



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） 

(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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、４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
性的情報をご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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1四半期 289,747,982株 21年3月期  289,747,982株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  83,468株 21年3月期  82,738株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 289,664,844株 21年3月期第1四半期 289,668,488株







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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,205,610 1,830,190

受取手形及び売掛金 1,664,537 1,762,514

有価証券 4,000 14,000

商品及び製品 453,158 393,672

仕掛品 319,242 473,852

原材料及び貯蔵品 67,886 48,732

仕掛不動産 1,298,861 1,463,178

預け金 1,536,194 1,762,263

その他 44,775 70,127

貸倒引当金 △2,806 △2,770

流動資産合計 7,591,460 7,815,762

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 448,478 446,203

減価償却累計額 △123,908 △116,851

建物及び構築物（純額） 324,569 329,352

機械装置及び運搬具 519,373 512,039

減価償却累計額 △219,260 △202,592

機械装置及び運搬具（純額） 300,112 309,446

土地 826,811 826,811

その他 79,244 77,124

減価償却累計額 △52,977 △50,865

その他（純額） 26,267 26,259

有形固定資産合計 1,477,760 1,491,870

無形固定資産   

地上権 365,000 365,000

その他 7,418 7,654

無形固定資産合計 372,418 372,654

投資その他の資産   

投資有価証券 101,946 101,946

長期未収入金 401,993 401,993

出資金 9,205 9,205

敷金及び保証金 162,936 163,810

その他 21,603 21,503

貸倒引当金 △401,994 △402,010

投資その他の資産合計 295,689 296,447

固定資産合計 2,145,868 2,160,971

資産合計 9,737,329 9,976,734
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,329 12,965

短期借入金 48,000 49,000

1年内返済予定の長期借入金 102,186 37,576

未払金 93,009 189,015

未払法人税等 12,576 36,224

債務保証損失引当金 89,264 89,264

その他 61,040 33,255

流動負債合計 444,406 447,300

固定負債   

長期借入金 425,515 2,625

長期未払金 76,947 81,483

金属鉱業等鉱害防止引当金 7,033 7,033

預り敷金保証金 3,130 3,130

固定負債合計 512,625 94,271

負債合計 957,031 541,571

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,782,064 12,782,064

利益剰余金 △3,971,006 △3,316,168

自己株式 △30,760 △30,734

株主資本合計 8,780,297 9,435,162

純資産合計 8,780,297 9,435,162

負債純資産合計 9,737,329 9,976,734
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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４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,330,739 8,457,459

売上原価 8,983,297 8,765,862

売上総利益又は売上総損失（△） 347,442 △308,402

販売費及び一般管理費 456,360 337,619

営業損失（△） △108,918 △646,021

営業外収益   

受取利息 2 14

国庫補助金収入 9,618 9,473

違約金収入 － 7,000

その他 6,872 4,688

営業外収益合計 16,493 21,175

営業外費用   

支払利息 571 416

休山管理費 22,969 22,914

その他 1,594 1,578

営業外費用合計 25,134 24,910

経常損失（△） △117,559 △649,756

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 59

特別利益合計 － 59

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 △649,697

法人税、住民税及び事業税 5,444 5,141

法人税等合計 5,444 5,141

少数株主損失（△） △86 －

四半期純損失（△） △2,625,463 △654,838
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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４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △649,697

減価償却費 16,970 25,588

減損損失 698,429 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 79 20

受取利息及び受取配当金 △2 △14

支払利息 571 416

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 97,977

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,571 240,287

仮払金の増減額（△は増加） 200,000 979

仕入債務の増減額（△は減少） 92,316 25,364

未払金の増減額（△は減少） － △34,476

預け金の増減額（△は増加） － △1,536,194

その他 △3,699 36,213

小計 △19,147 △1,793,535

利息及び配当金の受取額 2 0

利息の支払額 △571 △396

法人税等の支払額 △21,076 △22,017

営業活動によるキャッシュ・フロー △40,792 △1,815,949

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 －

有価証券の償還による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △55,265 △72,588

無形固定資産の取得による支出 △1,648 －

長期貸付金の回収による収入 － 5,000

敷金及び保証金の差入による支出 △7,336 △208

その他 384 728

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,327 △57,068

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △1,000

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △20,000 △12,500

配当金の支払額 △561 △298

その他 △23 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,585 486,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,705 △1,386,842

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,370 3,592,453

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,082,664 2,205,610
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