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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 28,228 18.3 △450 － △420 － △181 －

19年３月期第３四半期 23,864 13.3 △191 － △170 － △147 －

19年３月期 40,078 － 74 － 100 － △151 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △16 05 － －

19年３月期第３四半期 △13 04 － －

19年３月期 △13 39 － －

(2）連結財政状態  

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３月期第３四半期 31,742 5,651 17.8 500 15

19年３月期第３四半期 30,656 6,020 19.6 533 04

19年３月期 35,581 6,016 16.9 532 71

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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３月期第３四半期 1,143 140 △1,240 1,715

19年３月期第３四半期 △3,620 △162 2,532 1,907

19年３月期 △3,298 △282 2,095 1,671

－ 1 －



２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 3 50 3 50 7 00

20年３月期 2 50 －

20年３月期（予想） － 3 50 6 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

 （％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 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 47,000 17.3 150 100.2 170 69.6 80 － 7 08

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実

際の業績は、今後様々な要因により、記載の予想数値と異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期(平成19年４月１日～平成19年12月31日)におけるわが国経済は、原油高やサブプライムローン問題の影

響が徐々に拡大して、円高・株安が進行し、景気の下振れ要因となりかねない様相を見せ始めました。

　建設業界におきましては、改正建築基準法による建築確認手続の遅延の影響が残るなか、依然として激しい過当競争

から抜け出せず、資材価格、外注費等の上昇とも相俟って、収益環境は激しさを増しております。

　このような状況下、当社グループは、３大営業圏（長野北陸圏、首都圏、中京圏）を核にして受注量の維持を図りつ

つ、安定的に収益を確保できる経営体質の確立等の経営課題に取り組んでまいりました。

　当第３四半期の業績は、売上高は28,228百万円(前年同期比18.3％増)と増収になりましたが、損益面につきましては、

採算が悪化している一部の工事について、その損失見込額を引当処理したことを主因に営業損失は450百万円、経常損失

は420百万円、四半期純損失は181百万円となりました。

　なお、当社グループの建設事業に関しましては、工事収益の計上基準として工事完成基準を採用しているため、大型

工事の完成時期のタイミングや完成工事の集中度等により、業績に偏りが生じることがあります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期末の総資産は、売上債権の回収等により前連結会計年度末に比べ3,838百万円減の31,742百万円となりま

した。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ1,172百万円減の4,736百万円となりました。

　なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ365百万円減の5,651百万円となり、自己資本比率は17.8％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期の現金及び現金同等物の期末残高は、工事代金の回収等により前連結会計年度に比べ43百万円増加し

1,715百万円となりました。

　営業活動の結果獲得した資金は1,143百万円（前年同期は3,620百万円の使用）となりました。これは主に売上債権の

減少によるものです。

　投資活動の結果獲得した資金は140百万円（前年同期は162百万円の使用）となりました。これは主に投資有価証券の

売却によるものです。

　財務活動の結果使用した資金は1,240百万円（前年同期は2,532百万円の獲得）となりました。これは主に借入金の返

済によるものです。

３.連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループの中核事業である建設事業は、年度内の完成工事予定がほぼ予想通り順調に推移しておりますので、連

結業績は、平成19年11月22日に公表しました平成20年３月期中間決算短信の連結業績予想に変更はありません。

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）

　　該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　該当事項はありません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　　（有形固定資産の減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。

　また、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち、償却可能額まで償却が終了しているものについ

ては、残存簿価を５年間で均等償却しております。

　なお、これらの変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金預金 2,861 2,700 △161 △5.7 2,709

受取手形・完成工
事未収入金等

4,254 3,555 △698 △16.4 10,500

販売用不動産 485 286 △199 △41.0 300

未成工事支出金 14,481 16,744 2,262 15.6 13,194

繰延税金資産 130 314 183 140.6 194

その他 427 289 △138 △32.4 647

貸倒引当金 △159 △61 97 － △171

流動資産合計 22,482 23,829 1,346 6.0 27,375

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産 5,480 5,369 △111 △2.0 5,446

無形固定資産 45 43 △1 △4.2 48

投資その他の資産 2,647 2,500 △147 △5.6 2,710

固定資産合計 8,173 7,913 △260 △3.2 8,205

資産合計 30,656 31,742 1,085 3.5 35,581
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形・工事未
払金

6,571 7,747 1,175 17.9 12,868

短期借入金 5,738 4,714 △1,024 △17.9 5,323

未成工事受入金 8,284 10,054 1,769 21.4 6,854

その他 325 552 226 69.6 847

流動負債合計 20,921 23,068 2,147 10.3 25,893

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 606 22 △584 △96.3 585

退職給付引当金 1,662 1,668 5 0.4 1,665

役員退職慰労引当
金

121 106 △15 △12.4 127

入会保証預り金 1,308 1,209 △98 △7.5 1,275

その他 16 16 △0 △3.0 16

固定負債合計 3,714 3,022 △692 △18.6 3,670

負債合計 24,636 26,091 1,454 5.9 29,564

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,712 1,712 － － 1,712

資本剰余金 1,341 1,341 － － 1,341

利益剰余金 2,811 2,558 △253 △9.0 2,807

自己株式 △0 △1 △0 － △0

株主資本合計 5,864 5,610 △253 △4.3 5,859

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評
価差額金

156 41 △115 △73.8 157

評価・換算差額等
合計

156 41 △115 △73.8 157

純資産合計 6,020 5,651 △368 △6.1 6,016

負債純資産合計 30,656 31,742 1,085 3.5 35,581
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 23,864 28,228 4,364 18.3 40,078

Ⅱ　売上原価 22,424 27,089 4,664 20.8 37,835

売上総利益 1,439 1,139 △299 △20.8 2,242

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

1,630 1,590 △40 △2.5 2,167

営業利益又は営業
損失（△）

△191 △450 △259 － 74

Ⅳ　営業外収益 90 110 20 22.3 122

Ⅴ　営業外費用 69 79 10 15.9 97

経常利益又は経常
損失（△）

△170 △420 △250 － 100

Ⅵ　特別利益 5 183 178 － 2

Ⅶ　特別損失 2 28 25 966.7 404

税金等調整前四半期
（当期）純損失

166 264 △97 － 302

法人税、住民税及び
事業税

28 28 0 2.0 41

法人税等調整額 △47 △111 △64 － △192

四半期（当期）純損
失

147 181 △34 － 151
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  (3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計 

平成19年３月31日残高
（百万円）

1,712 1,341 2,807 △0 5,859 157 157 6,016

第３四半期中の変動額

剰余金の配当   △67  △67   △67

四半期純損失   △181  △181   △181

自己株式の取得    △0 △0   △0

株主資本以外の項目の第３
四半期中の変動額（純額）

     △115 △115 △115

第３四半期中の変動額合計
（百万円） － － △249 △0 △249 △115 △115 △365

平成19年12月31日残高
（百万円）

1,712 1,341 2,558 △1 5,610 41 41 5,651

（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

評価・換算

差額等合計 

平成18年３月31日残高
（百万円）

1,712 1,341 3,037 △0 6,090 266 266 6,356

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △39  △39   △39

剰余金の配当   △39  △39   △39

当期純損失   △151  △151   △151

自己株式の取得    △0 △0   △0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純
額）

     △109 △109 △109

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） － － △230 △0 △230 △109 △109 △339

平成19年３月31日残高
（百万円）

1,712 1,341 2,807 △0 5,859 157 157 6,016

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当四半期
（当期）純損失

△166 △264 △302

減価償却費 109 113 149

退職給付引当金の増加
額

44 2 47

役員退職慰労引当金の
増加・減少（△）額

0 △21 6

貸倒引当金の増加・減
少（△）額

32 △100 240

受取利息及び受取配当
金

△12 △24 △16

支払利息 50 67 74

減損損失 － － 54

売上債権の減少・増加
（△）額

5,668 6,947 △784

販売用不動産の減少額 38 13 223

未成工事支出金の増加
（△）額

△5,757 △3,549 △4,471

仕入債務の増加・減少
（△）額

△5,017 △5,120 1,278

未成工事受入金の増加
額

1,697 3,200 266

その他 △136 △43 159

小計 △3,449 1,220 △3,072

利息及び配当金の受取
額

12 23 15

利息の支払額 △53 △62 △74

損害賠償和解金の支払
額

－ － △36

法人税等の支払額 △129 △38 △129

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,620 1,143 △3,298
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前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金純減少額 97 52 14

有形固定資産の取得に
よる支出

△36 △37 △55

有形固定資産の売却に
よる収入

3 18 13

投資有価証券の取得に
よる支出

△201 △38 △251

投資有価証券の売却に
よる収入

－ 124 52

貸付による支出 △38 △5 △28

子会社清算による収入 － 38 －

貸付金の回収による収
入

20 1 31

その他 △7 △12 △58

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△162 140 △282

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金純増加・減
少（△）額

3,173 △1,110 2,758

長期借入金の返済によ
る支出

△562 △62 △583

自己株式純増加額 △0 △0 △0

配当金の支払額 △77 △67 △79

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,532 △1,240 2,095

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額（又は減少額）

△1,250 43 △1,486

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

3,157 1,671 3,157

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期末残高

1,907 1,715 1,671
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期）

建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

　(1)外部顧客に対する売上高 23,636 43 184 23,864 － 23,864

　(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
0 － － 0 (0) －

計 23,636 43 184 23,864 (0) 23,864

営業費用 23,775 51 228 24,055 (0) 24,055

営業利益又は営業損失(△) △139 △7 △44 △191 － △191

当四半期（平成20年３月期第３四半期）

建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

 (1)外部顧客に対する売上高 27,961 70 197 28,228 － 28,228

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
0 － － － (0) －

計 27,961 70 197 28,229 (0) 28,228

営業費用 28,375 70 234 28,679 (0) 28,679

営業利益又は営業損失(△) △413 △0 △37 △450 － △450

（参考）前期（平成19年３月期）

建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

　(1)外部顧客に対する売上高 39,691 110 275 40,078 － 40,078

　(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
1 － － 1 (1) －

計 39,693 110 275 40,079 (1) 40,078

営業費用 39,561 114 328 40,004 (1) 40,003

営業利益又は営業損失(△) 131 △4 △52 74 － 74

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）及び前第３四半期（自　平成18年４月１日　至

　平成18年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので記載

をしておりません。
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(6) 受注高・売上高・繰越高

(1）受注高

事業の種類別セグメントの名称
前第３四半期

自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日

 当第３四半期
自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日

（参考）
 平成19年３月期

 

建設事業（百万円） 36,422 38,724 44,656

不動産事業（百万円） 65 61 155

その他の事業（百万円） 184 197 275

合計（百万円） 36,672 38,983 45,088

(2）売上高

事業の種類別セグメントの名称
前第３四半期

自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日

 当第３四半期
 自　平成19年４月１日
 至　平成19年12月31日

（参考）
平成19年３月期

 

建設事業（百万円） 23,636 27,961 39,691

不動産事業（百万円） 43 70 110

その他の事業（百万円） 184 197 275

合計（百万円） 23,864 28,228 40,078

(3）繰越高

事業の種類別セグメントの名称
前第３四半期

自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日

 当第３四半期
 自　平成19年４月１日
 至　平成19年12月31日

（参考）
平成19年３月期

 

建設事業（百万円） 42,219 45,161 34,398

不動産事業（百万円） 22 36 45

その他の事業（百万円） － － －

合計（百万円） 42,241 45,198 34,443

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 
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