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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 92,665 ― 544 ― 441 ― 1,506 ―

20年3月期第1四半期 102,122 32.3 △37 ― 81 ― △139 ―

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 8.51 ―

20年3月期第1四半期 △0.79 ―

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 447,723 136,300 29.3 740.48
20年3月期 453,130 134,484 28.5 730.40

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  131,057百万円 20年3月期  129,272百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

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 220,000 ― 1,100 ― 400 ― 0 ― 0.00
通期 440,000 △7.8 2,700 ― 3,000 ― 1,700 ― 9.61

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  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
１．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業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としています。実際の業績は、今後
様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  185,213,602株 20年3月期  185,213,602株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  8,224,751株 20年3月期  8,223,529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  176,989,507株 20年3月期第1四半期  177,052,185株



【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１四半期におけるわが国経済は、原油や鉄鋼などの原材料価格の高騰による企業収益の悪化などから、景気後

退懸念が強まりました。 

 建設業界におきましては、建設コストは依然として上昇基調を続けており、建設業界の経営環境は厳しい局面を迎

えております。 

 このような情勢のなか、当社はローリングした中期経営計画のもと、効率的で競争力ある組織の構築を目指して全

社的な組織の統廃合を実施いたしました。 

 当第１四半期の連結業績は、売上高につきましては、926億円余となりました。利益につきましては、工事完成基

準工事の影響により、連結営業利益５億円余、連結経常利益４億円余となり、連結四半期純利益は投資有価証券評価

損戻入額の計上により15億円余となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は、完成工事未収入金の減少などにより前連結会計年度末に比べ54億円余減少し、

4,477億円余となりました。負債は、短期借入金等の有利子負債が増加しましたが、工事未払金及び流動負債その他

に含まれる未払金の減少などにより前連結会計年度末に比べ72億円余減少し、3,114億円余となりました。また純資

産は、前連結会計年度末に比べ18億円余増加し、1,363億円余となりました。以上の結果、純資産の額から少数株主

持分を控除した自己資本の額は、1,310億円余となり、自己資本比率は前連結会計年度末の28.5％から29.3％となり

ました。 

 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況について、営業活動におけるキャッシュ・フローは、早期退職優

遇支援に伴う費用及び退職金として85億円余を支出したこと、及び工事未払金が73億円余減少したことなどにより、

△182億円余となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、機械等の設備投資を10億円余行ったことなどに

より、△5億円余となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債50億円を償還し、短期借入金251億円余

を調達したことなどにより、186億円余となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末の残高

は、前連結会計年度末に比べ１億円余減少し、257億円余となりました。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年５月14日に公表しました平成21年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、

現時点では変更はありません。 

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） 

 当第１四半期において、該当事項はありません。 

（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 

     簡便な会計処理 

         ①一般債権の貸倒見積高の算定方法   

       当第１四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度末の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固定資産の減価償却費の算定方法 

       定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法については、連結会計年度に係る減価償却費の 

      額を期間按分して算定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 

     会計処理基準に関する事項の変更 

     ①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

   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 平成19年３月14日） 

  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 平成19年３月14日）

  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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

       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）を適用し、評価基準については、販売用不動産は主として低価法から原価法（収益性の低下に 

      よる簿価切下げの方法）、その他たな卸資産は主として原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下 

      げの方法）に変更しております。なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に 

      与える影響はありません。 

     ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

       当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱 

      い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。なお、これに伴う営業利益、経常 

      利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

     ④「工事契約に関する会計基準」の適用 

       一部連結子会社は、コンクリート二次製品の売上の計上基準について、「工事契約に関する会計基準」 

         （企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

      適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できるこ

      とになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、当第１四半期連結会

      計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

      られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工

      事完成基準を適用しております。 

       これにより、売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま 

      す。 

    

      

      

  



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   

現金及び預金 25,952 26,408

受取手形・完成工事未収入金等 144,049 156,647

有価証券 1,520 1,520

販売用不動産 7,165 7,108

未成工事支出金 51,580 49,894

材料貯蔵品 6,127 1,164

その他のたな卸資産 1,988 1,893

その他 29,107 29,022

貸倒引当金 △801 △931

流動資産合計 266,689 272,728

固定資産   

有形固定資産 59,086 59,427

無形固定資産 3,430 3,670

投資その他の資産   

投資有価証券 107,524 104,628

その他 15,261 16,967

貸倒引当金 △4,269 △4,291

投資その他の資産計 118,517 117,304

固定資産合計 181,033 180,401

資産合計 447,723 453,130

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 64,850 72,223

短期借入金 65,515 39,883

未払法人税等 435 417

未成工事受入金 55,316 58,080

工事損失引当金 5,465 6,179

その他の引当金 1,898 3,441

その他 23,809 40,103

流動負債合計 217,292 220,330

固定負債   

社債 40,000 40,000

長期借入金 21,142 21,212

退職給付引当金 15,135 17,951

その他 17,851 19,151

固定負債合計 94,130 98,315

負債合計 311,422 318,646



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,454 23,454

資本剰余金 31,709 31,709

利益剰余金 57,457 57,190

自己株式 △2,512 △2,511

株主資本合計 110,110 109,842

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,012 19,507

為替換算調整勘定 △65 △77

評価・換算差額等合計 20,947 19,429

少数株主持分 5,243 5,211

純資産合計 136,300 134,484

負債純資産合計 447,723 453,130



（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 92,665

売上原価 85,480

売上総利益 7,184

販売費及び一般管理費 6,640

営業利益 544

営業外収益  

受取利息 123

受取配当金 702

その他 140

営業外収益合計 966

営業外費用  

支払利息 533

持分法による投資損失 310

その他 226

営業外費用合計 1,069

経常利益 441

特別利益  

投資有価証券評価損戻入額 1,126

その他 177

特別利益合計 1,303

特別損失  

固定資産除却損 40

投資有価証券評価損 44

その他 52

特別損失合計 136

税金等調整前四半期純利益 1,609

法人税、住民税及び事業税 92

法人税等調整額 30

法人税等合計 123

少数株主損失（△） △20

四半期純利益 1,506



（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利益 1,609

減価償却費 1,412

減損損失 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △151

工事損失引当金の増減額（△は減少） △714

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,647

受取利息及び受取配当金 △825

支払利息 533

為替差損益（△は益） 603

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △8

有価証券及び投資有価証券評価損・戻入額（△は
戻入額）

△1,081

売上債権の増減額（△は増加） 12,598

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,685

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,114

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,852

仕入債務の増減額（△は減少） △7,372

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,764

その他 △6,050

小計 △18,508

利息及び配当金の受取額 1,105

利息の支払額 △559

法人税等の支払額 △270

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,232

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,068

有形及び無形固定資産の売却による収入 44

投資有価証券の取得による支出 △13

投資有価証券の売却による収入 173

貸付けによる支出 △240

貸付金の回収による収入 428

その他 122

投資活動によるキャッシュ・フロー △553



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 25,103

長期借入金の返済による支出 △197

社債の償還による支出 △5,000

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △1,238

少数株主への配当金の支払額 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,617

現金及び現金同等物に係る換算差額 51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117

現金及び現金同等物の期首残高 25,874

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,756



 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） 

  

    （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）各事業区分の方法 

       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います。 

    （２）各事業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 

       その他の事業：建設機械及びコンクリート二次製品の製造、販売に関する事業 

               不動産の販売及び賃貸に関する事業 

              サービス事業 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）    

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント 

情報の記載を省略しました。 

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しました。  

（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。 

 
建設事業 

（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 83,963 8,701 92,665 － 92,665 

(2)セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
21 1,206 1,227 (1,227) － 

計 83,984 9,908 93,892 (1,227) 92,665 

営業利益又は損失（△） 655 △16 638 (93) 544 



【参考資料】 

前四半期に係る連結財務諸表 

１．（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

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） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 102,122 

Ⅱ 売上原価 94,831 

売上総利益 7,291 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,329 

営業損失 37 

Ⅳ 営業外収益 1,136 

Ⅴ 営業外費用 1,016 

経常利益 81 

Ⅵ 特別利益 89 

Ⅶ 特別損失 99 

税金等調整前四半期純利益 72 

税金費用 221 

少数株主損失 10 

四半期純損失 139 



【参考】 

１．個別業績の概要 

 （１）平成21年３月期第１四半期の個別業績（平成20年４月１日～平成20年６月30日） 

②個別財政状態 

 （注）上記の個別業績は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成していますが、法定開示におけるレビュー対象では 

    ありません。 

（２）平成21年３月期の個別業績予想（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２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

①個別経営成績（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 80,523 － 672 － 1,258 － 2,261 －

20年３月期第１四半期 89,509 － 38 － 828 － 610 －

 
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 12 22 － －

20年３月期第１四半期 3 30 － －

  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 401,336 109,736 27.3 592 80 

20年３月期 401,713 107,366 26.7 579 99 

（参考）自己資本 21年３月期第１四半期 109,736百万円 20年３月期 107,366百万円 

  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 193,000 － 800 － 900 － 600 － 3 24 

通  期 380,000 △9.0 1,500 － 1,100 － 600 － 3 24 

※ 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業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。 



２．四半期個別受注の概況 

（１）個別受注実績 

（注）１．受注高は、当該四半期までの累計額です。 

   ２．パーセント表示は、前年同四半期増減率を示します。 

（参考）受注実績内訳 

（単位：百万円）

（２）個別受注予想 

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率を示します。 

  

  受注高 

    百万円 ％ 

21年３月期第１四半期累計期間 46,744   △7.8 

20年３月期第１四半期累計期間 50,722   △30.5 

区       分  

 前第１四半期累計期間 

(自 平成19年4月 1日 

   至 平成19年6月30日）

当第１四半期累計期間 

(自 平成20年4月 1日 

   至 平成20年6月30日）

増   減 

   金 額      ％  金 額      ％  金 額      ％ 

  建 

  設 

  事 

  業 

 建 築 

 国 内 官 公 庁      47      0.1        2,459      5.3        2,411     － 

 国  内  民  間       40,395     79.6       30,064     64.3     △10,330   △25.6 

 海       外           74      0.1          625      1.3          550    736.4 

（計）      (40,517)    (79.9)      (33,149)    (70.9)     (△7,367)  (△18.2)

 土 木 

 国 内 官 公 庁        1,892      3.7        1,700      3.6        △192   △10.2 

 国  内  民  間        4,217      8.3         8,663     18.5         4,445    105.4 

 海       外        4,095      8.1         3,231      6.9        △864   △21.1 

（計）      (10,205)    (20.1)      (13,594)    (29.1)       (3,389)    (33.2)

 合 計 

 国 内 官 公 庁        1,939      3.8         4,159      8.9         2,219    114.4 

 国  内  民  間       44,612     88.0        38,727     82.9      △5,884   △13.2 

 海       外        4,170      8.2         3,856     8.3         △313    △7.5 

（計）      (50,722)   (100.0)      (46,744)   (100.0)     (△3,978)   (△7.8)

開 発 事 業 等         －      －         －      －         －      － 

合       計       50,722    100.0       46,744    100.0      △3,978    △7.8 

  第２四半期累計期間 通 期 

    百万円 ％   百万円 ％ 

21年３月期予想 127,000   20.2 330,000   5.3 

20年３月期実績 105,656   △35.8 313,395   △15.4 
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