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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 16,087 ― 29 ― △30 ― △31 ―

20年3月期第1四半期 16,079 ― △321 ― △405 ― △229 ―

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 △0.30 ―

20年3月期第1四半期 △2.18 ―

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 50,558 5,402 10.7 51.36
20年3月期 49,136 5,435 11.1 51.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,402百万円 20年3月期  5,435百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 34,200 △9.0 50 △89.5 △200 ― △250 ― △2.38

通期 77,500 △2.2 1,400 8.0 850 △4.2 600 △52.5 5.71

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、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。  

(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、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。  

(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．平成21年３月期の連結業績予想は、「平成20年３月期 決算短信」（平成20年５月14日付）において公表した金額に変更はありません。 
２．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ます。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可能性が
あります。 
３．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の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に準拠して四半期連結財務諸表を作成
し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 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  106,142,250株 20年3月期  106,142,250株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  970,452株 20年3月期  954,310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  105,180,507株 20年3月期第1四半期  105,263,194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１四半期におけるわが国経済は、原油などエネルギー・原材料価格の高騰等により企業収益は

厳しさを増しており、サブプライムローン問題を背景とするアメリカの景気後退懸念や株式・為替市

場の変動、原油価格の動向等から、景気の悪化懸念が強まってきております。

　この間、当建設業界におきましては、住宅着工戸数も前年を割り込むなど、建設投資全体では前年

よりも落ち込み、非常に厳しいスタートとなっております。また、諸資材の高騰等により工事原価の

上昇も続いており、経営環境は一層厳しさを増してきました。

　このような状況の中、当社グループは、収益重視の基本方針を堅持しつつ、本業による黒字体制の

確立を図るべく、２年目を迎えた中期経営計画「チャレンジ！大末２５３」を推進しております。事

業面では、主力のマンション事業の梃入れ、設計施工案件に結びつく提案力の強化、調達力の強化、

施工力の安定等を、組織面では、業務と人員の流動化を図るための組織のスリム化の促進と営業・工

事一体化をより一層進め、事業部制のメリットを増大させてまいりました。

　その結果、当社グループの第１四半期の業績は、売上高が16,087百万円、営業利益が29百万円、経

常損失が30百万円、四半期純損失は31百万円となりました。

　なお、当社グループの業績には季節的変動があり、売上高は、通常の営業形態として第４四半期に

完成する工事の割合が大きくなるのに対し、人件費その他の固定費が恒常的に発生することから、第

１四半期の売上高に対する費用負担が大きくなる傾向にあります。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、「受取手形・完成工事未収入金等」が増加したこと等に

より、前連結会計年度比1,421百万円増（2.9％増）の50,558百万円となりました。

　負債合計は、「短期借入金」が増加したこと等により、前連結会計年度比1,454百万円増（3.3％

増）の45,156百万円となりました。

　純資産合計は、「四半期純損失」の計上等により前連結会計年度比33百万円減（0.6％減）の5,402

百万円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期は、ほぼ当初の計画通り推移しており、平成20年５月14日発表の第２四半期連結累計

期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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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）　

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

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

当第１四半期連結会計期間末の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、前連結会計年度末の補償実績率を使用して算定しております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。

④法人税等の算定方法

法人税等の納付税額の計算に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定しております。

（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

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 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の用語、様

式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に準拠して四半期連結財務諸表

を作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

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、

営業利益が14百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、14百万円増加して

おります。
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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 4,797 5,642

受取手形・完成工事未収入金等 31,337 30,021

未成工事支出金 5,917 4,971

その他のたな卸資産 1,700 1,864

その他 1,468 1,448

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 45,219 43,946

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,738 1,738

その他 1,134 988

有形固定資産計 2,872 2,726

無形固定資産 70 71

投資その他の資産   

その他 2,414 2,411

貸倒引当金 △19 △19

投資その他の資産計 2,395 2,392

固定資産合計 5,338 5,190

資産合計 50,558 49,136

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,702 23,190

短期借入金 17,163 12,824

未払法人税等 24 65

未成工事受入金 3,829 3,390

完成工事補償引当金 197 202

賞与引当金 188 114

工事損失引当金 115 164

その他 2,045 1,513

流動負債合計 43,265 41,466

固定負債   

長期借入金 27 53

繰延税金負債 41 71

退職給付引当金 1,779 2,064

その他 43 45

固定負債合計 1,890 2,235

負債合計 45,156 43,701
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,307 5,307

資本剰余金 572 572

利益剰余金 △433 △401

自己株式 △87 △86

株主資本合計 5,357 5,390

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 44

純資産合計 5,402 5,435

負債純資産合計 50,558 49,136
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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 15,722

兼業事業売上高 365

売上高合計 16,087

売上原価  

完成工事原価 14,835

兼業事業売上原価 325

売上原価合計 15,161

売上総利益  

完成工事総利益 886

兼業事業総利益 40

売上総利益合計 926

販売費及び一般管理費 896

営業利益 29

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 15

その他 18

営業外収益合計 37

営業外費用  

支払利息 82

その他 16

営業外費用合計 98

経常損失（△） △30

特別利益  

前期損益修正益 0

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失  

前期損益修正損 1

固定資産売却損 0

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 19

特別損失合計 20

税金等調整前四半期純損失（△） △50

法人税、住民税及び事業税 11

法人税等調整額 △30

法人税等合計 △18

四半期純損失（△） △31
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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 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の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（平成19年内閣府令第64号）に準拠して四半期連結財務諸表を作成し、「建設業法施行規則」

（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
 

（４）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。

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科　　目

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 16,079

Ⅱ　売上原価 15,427

売上総利益 651

Ⅲ　販売費及び一般管理費 972

営業損失（△） △321

Ⅳ　営業外収益 45

Ⅴ　営業外費用 128

経常損失（△） △405

Ⅵ　特別利益 193

Ⅶ　特別損失 6

　税金等調整前四半期純損失（△） △218

　法人税等 10

　四半期純損失（△） △229
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６．四半期個別受注の概要

　（１）個別受注実績

 受注高

　平成21年３月期第１四半期累計期間 14,515 百万円　 18.1 ％

　平成20年３月期第１四半期累計期間 12,287  △11.6  

　（注）パーセント表示は、前年同四半期比増減率

 

　（参考）受注実績内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　分

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

比較増減 増減率（自　平成19年４月１日

　至　平成19年６月30日）

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日）

建

設

事

業

建

築

官公庁 1,552 （ 12.6 ％） 1,322 （ 9.1 ％） △229 △14.8 ％

民　間 9,945 （ 81.0 　） 13,057 （ 90.0 　） 3,111 31.3

計 11,497 （ 93.6 　） 14,379 （ 99.1 　） 2,881 25.1

土

木

官公庁 505 （ 4.1 　） 65 （ 0.4 　） △440 △87.1

民　間 284 （ 2.3 　） 71 （ 0.5 　） △212 △74.8

計 789 （ 6.4 　） 136 （ 0.9 　） △652 △82.7

合

計

官公庁 2,057 （ 16.7 　） 1,387 （ 9.5 　） △670 △32.6

民　間 10,230 （ 83.3 　） 13,128 （ 90.5 　） 2,898 28.3

計 12,287 （ 100.0 　） 14,515 （ 100.0 　） 2,228 18.1

　　（注）（　　）内のパーセント表示は、構成比率

 

　（２）個別受注予想

受注高

　平成21年３月期予想 76,000 百万円 4.6 ％

　平成20年３月期実績 72,677 △5.9

　（注）パーセント表示は、前年同四半期比増減率

 

　[個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等]

　　当第１四半期累計期間の個別受注実績については、前年同四半期比18.1％増の14,515百万円となり、

ほぼ当初の計画通り推移しており、通期の個別受注予想については、現時点で特に変更はありません。
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