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1.  20年10月期の連結業績（平成19年11月1日～平成20年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期 69,411 1.1 2,227 △47.4 2,028 △54.1 644 △78.8

19年10月期 68,626 0.9 4,236 4.1 4,416 16.6 3,035 74.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年10月期 19.61 ― 1.7 2.3 3.2
19年10月期 92.40 ― 7.8 5.1 6.2

（参考） 持分法投資損益 20年10月期  ―百万円 19年10月期  ―百万円

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

20年10月期 91,741 38,202 41.4 1,155.47
19年10月期 85,155 39,973 46.9 1,216.98

（参考） 自己資本   20年10月期  37,947百万円 19年10月期  39,973百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年10月期 3,456 △4,125 341 17,566
19年10月期 4,479 △1,427 △4,237 17,213

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年10月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00 656 21.6 1.7
20年10月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 656 102.0 1.7

21年10月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 ――― 65.7 ―――

（注）20年10月期期末配当金の内訳 特別配当 ― 円 ― 銭

3.  21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21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）

 

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 34,900 △6.3 2,100 △28.0 1,900 △32.9 1,000 △32.3 30.45
通期 68,200 △1.7 2,600 16.7 2,200 8.5 1,000 55.3 30.45



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）  有  

(注) 詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 4 社 （ 社名 （株）九州建産、（株）建産福岡、（株）建産テクノ、東洋工業（株） ） 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） 20年10月期  32,872,241株 19年10月期  32,872,241株

② 期末自己株式数 20年10月期  30,848株 19年10月期  25,725株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年10月期の個別業績（平成19年11月1日～平成20年10月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年10月期 60,473 △1.8 2,461 △38.7 2,369 △45.8 183 △94.7

19年10月期 61,576 1.4 4,012 8.0 4,372 16.9 3,431 99.5

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年10月期 5.59 ―

19年10月期 104.44 ―

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

20年10月期 85,400 38,442 45.0 1,170.56
19年10月期 82,902 40,787 49.2 1,241.77

（参考） 自己資本 20年10月期  38,422百万円 19年10月期  40,787百万円

2.  21年10月期の個別業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等に基づいて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。 

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2四半期累計期間 29,700 △7.6 1,800 △35.3 1,600 △41.5 800 △44.3 24.36
通期 58,600 △3.1 2,400 △2.5 2,100 △11.4 1,100 499.6 33.49


