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平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況

平成20年２月14日

上場会社名 キョーエイ産業株式会社 上場取引所 ＪＱ

コード番号 1744 ＵＲＬ http://www.kyoei-ky.co.jp/

代 表 者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 石田 淑行

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画室長 （氏名） 河野 彰範 ＴＥＬ （082）874－1378

（百万円未満切捨て）

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 15,373 （69.5） △77 （ － ） △330 （ － ） △293 （ － ）

19年３月期第３四半期 9,068 （32.7） △674 （ － ） △825 （ － ） △529 （ － ）

19年３月期 16,090 （21.8） △87 （ － ） △304 （ － ） △219 （ － ）

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 △40 99 － －

19年３月期第３四半期 △73 90 － －

19年３月期 △30 64 － －

（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 19,344 1,304 6.7 182 18

19年３月期第３四半期 16,989 1,328 7.8 185 46

19年３月期 18,119 1,630 9.0 227 65

（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 △2,789 427 1,369 1,283

19年３月期第３四半期 △5,710 △260 5,603 1,396

19年３月期 △3,872 △392 4,776 2,275

http://www.kyoei-ky.co.jp/
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第 ３四半 期末

円 銭

20年３月期第３四半期 － －

19年３月期第３四半期 － －

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 24,952 （55.1） 547 （ － ） 377 （ － ） 282 （ － ） 39 40

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

新規 １ 社（社名 株式会社加藤組）

（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

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に基づき作成したものであり、今後様々な要因に

よって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３四半期におけるわが国経済は、企業収益の拡大により堅調に推移いたしましたが、サブプライムローン問

題に端を発する米国経済の景気後退懸念や原油の高騰による原材料価格の上昇など、先行き不透明感も出てきてお

ります。

このような状況の中、当第３四半期におきましては、高齢者向け住宅事業等の取組みを強化するとともに、低迷

しておりました不動産賃貸部門の改革に取組んでまいりました。その結果、売上高は15,373百万円、営業損失77百

万円、経常損失330百万円、四半期純損失293百万円となりました。

なお、当社の属する建設・不動産業界におきましては、完成物件の引渡しが期末（３月）に集中する傾向にある

ため、第３四半期における業績は、例年低調に推移しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,225百万円増加し、19,344百万円となりました。これ

は主に、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金が増加したためであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ1,551百万円増加し、18,040百万円となりました。これは主に、短期借入金

が増加したためであります。

純資産の部は、前連結会計年度に比べ326百万円減少し、1,304百万円となりました。これは主に、四半期純損失

により利益剰余金が減少したためであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年３月期の業績予想につきましては、概ね順調に推移しており、現時点においては平成19年11月14日に発

表しました数値に変更はございません。

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）

新規１社：平成19年４月２日付けで、中堅ゼネコンであります株式会社加藤組を完全子会社化しております。

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はございません。

（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当連結会計年度より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、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

のうち償却可能限度額までの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、この変更に伴う損益への影響額は軽微であります。
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[添付資料]
１．（要約）四半期連結貸借対照表

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期末）
増 減

（参考）
前連結会計年度

（平成19年３月期）科目

金額(千円） 金額(千円） 金額(千円） 増減率(％) 金額(千円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１．現金預金 1,584,988 1,439,914 △145,074 2,432,965

２．受取手形・完成工事未収入金等 605,482 448,293 △157,188 1,817,533

３．販売用不動産 4,529,814 7,034,404 2,504,589 6,012,507

４．仕掛販売用不動産 5,062,584 4,752,489 △310,095 3,166,969

５．未成工事支出金 727,016 981,693 254,677 309,227

６．営業貸付金 584,328 598,640 14,312 577,092

７．その他 836,485 797,956 △38,529 698,985

流動資産合計 13,930,700 16,053,392 2,122,692 15.2 15,015,282

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産 1,439,983 1,413,021 △26,962 1,431,111

２．無形固定資産 134,826 125,733 △9,092 126,669

３．投資その他の資産 1,484,253 1,752,493 268,239 1,546,283

固定資産合計 3,059,063 3,291,248 232,184 7.6 3,104,065

資産合計 16,989,763 19,344,641 2,354,877 13.9 18,119,347

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１．支払手形・工事未払金等 1,366,627 2,862,669 1,496,042 2,338,083

２．短期借入金 5,991,444 9,937,536 3,946,092 6,378,815

３．未成工事受入金 830,390 742,838 △87,551 800,227

４．その他 912,575 939,954 27,378 1,612,436

流動負債合計 9,101,037 14,482,998 5,381,961 59.1 11,129,562

Ⅱ 固定負債

１．長期借入金 5,199,799 2,199,607 △3,000,192 3,998,427

２．長期預り敷金 953,301 864,954 △88,346 952,042

３．その他 407,083 492,600 85,516 408,612

固定負債合計 6,560,184 3,557,162 △3,003,022 △45.8 5,359,082

負債合計 15,661,222 18,040,160 2,378,938 15.2 16,488,645

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金 589,165 589,165 － 589,165

２．資本剰余金 476,235 476,235 － 476,235

３．利益剰余金 194,259 210,636 16,377 504,182

４．自己株式 △18,185 △18,723 △538 △18,277

株主資本合計 1,241,474 1,257,313 15,839 1.3 1,551,305

Ⅱ 評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金 87,067 47,167 △39,899 79,396

評価・換算差額等合計 87,067 47,167 △39,899 △45.8 79,396

純資産合計 1,328,541 1,304,481 △24,060 △1.8 1,630,701

負債、純資産合計 16,989,763 19,344,641 2,354,877 13.9 18,119,347
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２．（要約）四半期連結損益計算書
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）
増 減

（参考）
前連結会計年度

（平成19年３月期）科目

金額(千円） 金額(千円） 金額(千円） 増減率(％) 金額(千円）

Ⅰ 売上高 9,068,872 15,373,718 6,304,846 69.5 16,090,933

Ⅱ 売上原価 8,613,627 14,111,731 5,498,104 63.8 14,734,377

売上総利益 455,245 1,261,987 806,741 177.2 1,356,555

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,129,439 1,339,138 209,698 18.6 1,443,732

営業利益又は営業損失（△） △674,194 △77,151 597,043 88.6 △87,177

Ⅳ 営業外収益 20,488 73,557 53,069 259.0 31,986

Ⅴ 営業外費用 171,390 326,758 155,367 90.7 249,611

経常利益又は経常損失（△） △825,095 △330,351 494,744 60.0 △304,801

Ⅵ 特別利益 26,227 54,048 27,820 106.1 24,828

Ⅶ 特別損失 34,584 98,002 63,418 183.4 38,289

税金等調整前四半期（当期）純利
益又は純損失（△）

△833,452 △374,305 459,147 55.1 △318,262

税金費用 △304,005 △80,759 223,245 73.4 △98,737

四半期（当期）純利益又は純損失
（△）

△529,447 △293,545 235,901 44.6 △219,524
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年12月31日） （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

評価・換算
差額等

純資産合計

平成18年３月31日 残高 589,165 476,235 759,530 △17,831 1,807,098 103,706 1,910,805

連結会計年度の変動額

剰余金の配当（注） △35,823 △35,823 △35,823

当期純損失（△） △529,447 △529,447 △529,447

自己株式の取得 △353 △353 △353

株主資本以外の項目の連結
会計年度の変動額（純額） △16,639 △16,639

第３四半期中の変動額合計 － － △565,271 △353 △565,624 △16,639 △582,264

平成18年12月31日 残高 589,165 476,235 194,259 △18,185 1,241,474 87,067 1,328,541

（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。

当第３四半期連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

評価・換算
差額等

純資産合計

平成19年３月31日 残高 589,165 476,235 504,182 △18,277 1,551,305 79,396 1,630,701

連結会計年度の変動額

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △293,545 △293,545 △293,545

自己株式の取得 △446 △446 △446

株主資本以外の項目の連結
会計年度の変動額（純額） △32,228 △32,228

第３四半期中の変動額合計 － － △293,545 △446 △293,991 △32,228 △326,220

平成19年12月31日 残高 589,165 476,235 210,636 △18,723 1,257,313 47,167 1,304,481

（参考）前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

評価・換算
差額等

純資産合計

平成18年３月31日 残高 589,165 476,235 759,530 △17,831 1,807,098 103,706 1,910,805

連結会計年度の変動額

剰余金の配当（注） △35,823 △35,823 △35,823

当期純損失（△） △219,524 △219,524 △219,524

自己株式の取得 △445 △445 △445

株主資本以外の項目の連結
会計年度の変動額（純額） △24,310 △24,310

連結会計年度の変動額合計 － － △255,348 △445 △255,794 △24,310 △280,104

平成19年３月31日 残高 589,165 476,235 504,182 △18,277 1,551,305 79,396 1,630,701

（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）前連結会計年度
（平成19年３月期）区分

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益又は純
損失（△）

△833,452 △374,305 △318,262

減価償却費 59,902 49,766 76,133

のれん償却額 24,375 15,452 32,501

貸倒引当金の増減額（減少：△） △1,911 △80,254 4,232

その他の引当金の増減額（減少：△） △13,480 9,609 △11,567

有形固定資産売却損益（益：△） △8,669 △650 △8,669

売上債権の増減額（増加：△） 585,196 1,580,031 △628,390

未成工事支出金の増減額（増加：△） △457,394 92,128 △39,605

その他のたな卸資産の増加額 △4,736,267 △2,607,241 △4,323,021

仕入債務の増減額（減少：△） △337,755 302,778 635,107

未成工事受入金の増減額（減少：△） 152,902 △597,690 122,740

その他 139,865 △917,158 935,749

小計 △5,426,688 △2,527,535 △3,523,051

利息及び配当金の受取額 2,847 13,107 7,865

利息の支払額 △174,960 △255,232 △245,907

法人税等の支払額 △111,311 △19,917 △110,993

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,710,112 △2,789,577 △3,872,087

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △196,705 △161,900 △193,700

定期預金の払戻による収入 167,601 201,900 156,000

有形固定資産の取得による支出 △67,862 △16,136 △71,353

有形固定資産の売却による収入 30,917 151,255 30,917

貸付金回収による収入 1,136 320,887 40,939

新規連結子会社取得による収入 － 52,754 －

敷金の回収による収入 22,644 7,608 25,343

その他 △218,615 △128,510 △380,219

投資活動によるキャッシュ・フロー △260,884 427,859 △392,073

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額（減少：△） 2,666,700 39,160 2,547,096

長期借入れによる収入 4,587,000 3,135,000 4,927,000

長期借入金の返済による支出 △1,816,392 △1,789,843 △2,850,788

自己株式の純増減額（増加：△） △353 △446 △445

その他 167,006 △14,804 153,244

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,603,961 1,369,067 4,776,107

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △367,035 △992,651 511,946

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,763,818 2,275,764 1,763,818

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,396,782 1,283,113 2,275,764
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５．受注の状況
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）前連結会計年度
（平成19年３月期）

区分

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

建設事業 5,090,793 9,952,635 3,666,667 8,152,596 5,058,825 7,562,658

（注）過去に受注した工事で、契約の見直し等により請負金額が増減することがあります。この場合、見直し等を行った期の受注高に

当該増減額を含めて記載しております。


