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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 10,705 ― △507 ― △465 ― △649 ―

20年3月期第1四半期 14,028 24.5 △441 ― △509 ― △381 ―

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 △14.86 ―

20年3月期第1四半期 △8.59 ―

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 85,219 22,956 26.9 526.83
20年3月期 90,220 24,092 26.6 544.83

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,889百万円 20年3月期  24,013百万円

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 ― 5.50 ― 7.50 13.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

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 42,400 18.8 2,900 142.8 2,700 165.4 1,000 108.4 22.89
通期 104,000 33.6 6,000 48.2 5,500 48.0 2,600 15.6 59.52

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、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他(１)をご覧ください。  

(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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他(２)をご覧ください。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他(３)をご覧ください。  

(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 
１．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、発表日現在において入手可能な情報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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 (株)ピタリフォーム ） 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  44,607,457株 20年3月期  44,607,457株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,160,089株 20年3月期  531,537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  43,684,096株 20年3月期第1四半期  44,462,098株
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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１四半期における我が国の経済は、急激な原材料価格の高騰や物価上昇による個人消費への影

響などにより、停滞感を強めてまいりました。建設業界におきましても、景気減速懸念から生じる民

間設備投資への影響や不動産市況の不透明感など、市場全体として厳しさを増す状況となってきてお

ります。

　このような状況の中、当社グループは政策や景気動向等に左右されることのない強固な経営基盤を

築くべく差別化戦略、すなわち「お客様の持つ理念の実現に建設の専門家として貢献すること」を徹

底的に遂行し、事業展開を図ってまいりました。

　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第２四半期及び第４四半期に売上計上する割合

が大きく、業績に季節変動があります。その結果、当第１四半期の業績は、売上高が10,705百万円、

営業損失が507百万円、経常損失が465百万円、四半期純損失が649百万円となりました。

　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計年度末の総資産の残高は、売上債権の回収により受取手形・完成工事未収入

金等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5,001百万円減少の85,219百万円となりまし

た。

　負債の残高は、支払手形・工事未払金等の減少等により、前連結会計年度末に比べ3,864百万円減

少の62,263百万円となりました。

　純資産の残高は、当四半期純損失の計上と配当金の支払い並びに自己株式の買付けによる取得によ

り、前連結会計年度末に比べ1,136百万円減少の22,956百万円となりました。なお、自己資本比率は、

前連結会計年度末とほぼ同水準の26.9%であります。

 

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は7,347百万円となりました。当第1四半期における各

キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により使用した資金は1,852百万円となりました。これは、売上債権の回収は順調に進ん

だものの、たな卸資産の増加と仕入債務の減少に並びに法人税等の支払いなど季節的要因によるもの

です。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は206百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるも

のです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により得られた資金は501百万円となりました。これは事業運転資金の増加に伴う借入金

の増加によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月13日に公表いたしました業績予想につきましては、特に変更はございません。
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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　(株)ピタリフォーム

　当第１四半期において、当社グループは、耐震事業の一環として、木質系戸建住宅を対象とし

た耐震補強サービスの専門会社（㈱ピタリフォーム、100％出資子会社）を設立いたしました。こ

れに伴い、当社の関係会社は、子会社が１社増加しております。

　これは、東海・東南海地震や首都圏直下型地震などの大地震に備えた既存建物の耐震化が国の

緊急課題となっているなか、当社地震工学技術研究所の研究成果である耐震技術を背景にしたコ

ンサルティング、調査、診断、設計、施工など一連の耐震補強サービスを特に耐震化の遅れてい

る木質系戸建住宅に広く提供することで、当社グループが推進する耐震事業の目的である「地震

に対する高度かつ高品質の安全」をより幅広く実現しようとするものであります。

　この結果、平成20年６月30日現在では、当社グループは、当社及び子会社８社の計９社により

構成されております。

 

事業の系統図は次のとおりであります。

（その他の関係会社）

　　　名古屋鉄道(株)

 当 　　           社

（連結子会社） ヤハギ緑化(株) （連結子会社） 矢作地所(株)

ヤハギ道路(株) 矢作葵ビル(株)

矢作葵ビル(株) (株)テクノサポート

(株)ピタコラム 南信高森開発(株)

(株)ピタリフォーム

建設事業 不動産事業等

不
動
産
賃
貸
等

　
賃
貸

 
工
事
施
工

建設事業 不動産事業等

得      　  意      　  先

工
事
施
工

 
不
動
産
の
販
売
等

工
事
施
工

不
動
産
の
販
売
等

ゴ
ル
フ
場
の
運
営

 
工
事
発
注

 
工
事
施
工

仮
設
資
機
材

 
工
事
施
工

不動産賃貸
仮設資機材賃貸等

工事施工
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（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

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当四半期連結会計期間末における貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等を使用して貸

倒見積高を算定しております。

２．完成工事補償引当金の算定方法

　当四半期連結会計期間末における完成工事補償引当金の計上は、補償実績率等が前連結会計

年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において算定

した補償実績率等を使用して算定しております。

　３．棚卸資産の評価方法

　当四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸しを省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

　４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

（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

　　(会計処理の変更)

１.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２.たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、税金等調

整前四半期純損失が、564百万円増加しております。

　（追加情報）

　 　平成20年度の法人税法改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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。なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響

は軽微であります。

－ 3 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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   

現金預金 7,763 9,220

受取手形・完成工事未収入金等 12,644 20,129

未成工事支出金 7,640 4,444

販売用不動産 33,297 30,096

不動産信託受益権 － 3,200

材料貯蔵品 180 225

商品 35 34

製品 32 21

繰延税金資産 1,529 995

その他 1,444 1,171

貸倒引当金 △17 △20

流動資産合計 64,551 69,519

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 12,095 12,090

機械、運搬具及び工具器具備品 2,121 2,091

土地 9,424 9,424

減価償却累計額 △9,170 △9,069

有形固定資産計 14,470 14,537

無形固定資産 206 202

投資その他の資産   

投資有価証券 3,417 3,177

繰延税金資産 471 616

その他 2,517 2,618

貸倒引当金 △415 △451

投資その他の資産計 5,990 5,961

固定資産合計 20,667 20,701

資産合計 85,219 90,220
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（単位：百万円）

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・工事未払金等 13,914 18,218

短期借入金 31,373 25,433

未払法人税等 72 1,308

未成工事受入金 2,253 1,208

完成工事補償引当金 105 93

工事損失引当金 23 28

役員賞与引当金 17 82

その他 2,310 2,732

流動負債合計 50,070 49,105

固定負債   

社債 2,200 2,200

長期借入金 3,253 8,026

退職給付引当金 1,858 1,943

役員退職慰労引当金 382 431

再評価に係る繰延税金負債 64 64

長期預り金 4,343 4,270

その他 90 87

固定負債合計 12,192 17,022

負債合計 62,263 66,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 15,029 16,009

自己株式 △552 △218

株主資本合計 28,530 29,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 752 562

土地再評価差額金 △6,393 △6,393

評価・換算差額等合計 △5,640 △5,830

少数株主持分 66 79

純資産合計 22,956 24,092

負債純資産合計 85,219 90,220
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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：百万円）

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  

完成工事高 8,828

兼業事業売上高 1,877

売上高合計 10,705

売上原価  

完成工事原価 7,743

兼業事業売上原価 1,428

売上原価合計 9,172

売上総利益  

完成工事総利益 1,084

兼業事業総利益 448

売上総利益合計 1,533

販売費及び一般管理費 2,040

営業損失（△） △507

営業外収益  

受取利息 36

受取配当金 149

その他 11

営業外収益合計 196

営業外費用  

支払利息 149

その他 4

営業外費用合計 153

経常損失（△） △465

特別利益  

貸倒引当金戻入額 28

特別利益合計 28

特別損失  

販売用不動産評価損 564

その他 108

特別損失合計 673

税金等調整前四半期純損失（△） △1,109

法人税、住民税及び事業税 66

法人税等調整額 △514

法人税等合計 △448

少数株主損失（△） △12

四半期純損失（△） △649
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△） △1,109

減価償却費 113

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △185

支払利息 149

販売用不動産評価損 564

売上債権の増減額（△は増加） 7,484

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,729

仕入債務の増減額（△は減少） △4,304

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,045

その他 △617

小計 △626

利息及び配当金の受取額 148

利息の支払額 △150

法人税等の支払額 △1,224

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,852

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △106

その他 △99

投資活動によるキャッシュ・フロー △206

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,850

短期借入金の返済による支出 △3,597

長期借入金の返済による支出 △1,085

自己株式の取得による支出 △334

配当金の支払額 △330

財務活動によるキャッシュ・フロー 501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,556

現金及び現金同等物の期首残高 8,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,347
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　　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）

建設事業
（百万円）

不動産事業
等

（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 8,828 1,877 10,705 － 10,705

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,753 340 3,093 (3,093) －

計 11,581 2,217 13,798 (3,093) 10,705

営業利益（損失(△)） △303 △13 △317 (190) △507

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

 (1）事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

 (2）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木、建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸等に関する事業並びにゴルフ場経営に関する事業他

　　　　　

ｂ．所在地別セグメント情報

　　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）

　　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載をしておりません。
 

ｃ．海外売上高

　　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）

　海外売上高がないため、記載をしておりません。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

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）

比較増減

区分 金額
百分比

（％）
金額

百分比

（％）
金額

増減率

(％)

売上高 14,028 100.0 10,705 100.0 △3,322 △23.7

完成工事高 12,778 8,828

兼業事業売上高 1,249  1,877    

売上原価 12,558 89.5 9,172 85.7 △3,385 △27.0

完成工事原価 11,548 7,743

兼業事業売上原価 1,009  1,428    

売上総利益 1,469 10.5 1,533 14.3 63 4.3

完成工事総利益 1,229 1,084

兼業事業総利益 240  448    

販売費及び一般管理費 1,911 13.6 2,040 19.0 128 6.7

営業損失（△） △441 △3.1 △507 △4.7 △65 －

営業外収益 54 0.4 196 1.8 141 258.6

営業外費用 122 0.9 153 1.4 31 25.5

経常損失（△） △509 △3.6 △465 △4.3 44 －

特別利益 5 0.0 28 0.2 23 400.3

特別損失 6 0.0 673 6.3 667 －

税金等調整前四半期純損失

（△）
△510 △3.6 △1,109 △10.4 △599 －

法人税、住民税及び事業税 41 0.3 66 0.6 25 61.9

法人税等調整額 △156 △1.1 △514 △4.8 △357 －

少数株主損失（△） △12 △0.1 △12 △0.1 △0 －

四半期純損失（△） △381 △2.7 △649 △6.1 △267 －

 

－ 2 －



（２）アクルーアル・ベース連結損益計算書

 

　100％工事進行基準（アクルーアル・ベース）を適用した場合の連結損益計算書は次のとおりです。

　（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

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）

比較増減

区分 金額
百分比

（％）
金額

百分比

（％）
金額

増減率

(％)

売上高 13,556 100.0 13,621 100.0 64 0.5

完成工事高 12,306 11,744

兼業事業売上高 1,249  1,877    

売上原価 12,138 89.5 11,802 86.6 △335 △2.8

完成工事原価 11,129 10,374

兼業事業売上原価 1,009  1,428    

売上総利益 1,418 10.5 1,818 13.4 399 28.2

完成工事総利益 1,177 1,369

兼業事業総利益 240  448    

販売費及び一般管理費 1,911 14.1 2,040 15.0 128 6.7

営業損失（△） △493 △3.6 △221 △1.6 271 －

営業外収益 54 0.4 196 1.4 141 258.6

営業外費用 122 0.9 153 1.1 31 25.5

経常損失（△） △561 △4.1 △179 △1.3 381 －

特別利益 5 0.0 28 0.2 23 400.3

特別損失 6 0.0 673 4.9 667 －

税金等調整前四半期純損失

（△）
△561 △4.1 △824 △6.0 △262 －

法人税等調整額等 △50  △332  △282 －

少数株主損失（△） △12  △12  △0 －

四半期純損失（△） △498 △3.7 △479 △3.5 19 －

－ 3 －



（３）受注及び販売の状況

　１.受注高 （単位：百万円）

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日

   至 平成19年６月30日) 

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) 
比較増減

建設
事業

土木
官庁 748 420 △328 △43.9

民間 3,465 2,498 △967 △27.9

計 4,214 2,918 △1,295 △30.7

建築
官庁 347 0 △347 △100.0

民間 13,523 9,448 △4,075 △30.1

計 13,870 9,448 △4,422 △31.9

官庁 1,095 420 △675 △61.6

民間 16,988 11,946 △5,042 △29.7

合計 18,084 12,366 △5,717 △31.6

　２．売上高 （単位：百万円）

区分
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

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)

比較増減

建設
事業

土木
官庁 1,508 436 △1,071 △71.1

民間 1,517 2,819 1,302 85.8

計 3,025 3,255 230 7.6

建築
官庁 169 0 △169 △99.9

民間 9,583 5,572 △4,010 △41.9

計 9,752 5,572 △4,180 △42.9

官庁 1,678 436 △1,241 △74.0

民間 11,100 8,391 △2,708 △24.4

合計 12,778 8,828 △3,950 △30.9

不動産事業等 1,249 1,877 627 50.2

合計 14,028 10,705 △3,322 △23.7

　３.次期繰越高 （単位：百万円）

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日

   至 平成19年６月30日) 

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) 
比較増減

建設
事業

土木
官庁 4,068 1,968 △2,099 △51.6

民間 8,688 7,840 △847 △9.8

計 12,756 9,809 △2,946 △23.1

建築
官庁 435 － △435 △100.0

民間 41,510 44,574 3,063 7.4

計 41,946 44,574 2,627 6.3

官庁 4,503 1,968 △2,535 △56.3

民間 50,199 52,415 2,216 4.4

合計 54,702 54,384 △318 △0.6

－ 4 －
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