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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 56,838 ― 133 ― 214 ― △1,876 ―

20年3月期第1四半期 52,042 △3.2 △158 ― △113 ― 27 ―

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 △17.58 ―

20年3月期第1四半期 0.26 0.24

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 156,652 28,418 18.1 265.96
20年3月期 174,321 31,021 17.8 290.36

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  28,391百万円 20年3月期  30,996百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

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  有  
 

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 113,000 ― 300 ― 200 ― △900 ― △8.43

通期 297,000 △2.0 5,700 1.2 5,100 △4.4 2,200 △30.4 20.61

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  無  

(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、その他特記事項 
１．平成20年５月14日に公表いたしました業績予想は、本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
２．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、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、２ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。 
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 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。  

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 106,761,205株 20年3月期 106,761,205株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 10,197株 20年3月期 10,074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 106,751,084株 20年3月期第1四半期 106,752,156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、原油価格の高騰に伴う諸物価の上昇により、景気後退の懸念が拡大してまいりました。

建設業界では建築基準法改正等に起因する民間建築工事の落ち込みから当連結会計年度は回復に向かうと期待されておりまし

たが、コスト上昇分の価格転嫁の動向等、事業環境は不透明感を増しております。 

このような状況におきまして、当社グループは本年４月に大幅な組織改革を実施し、激化する受注競争での勝ち残りと東急沿線

で具現化されてくる大型再開発工事や鉄道関連工事に注力する等、企業努力を積み重ねてまいりました。 

当第１四半期の業績は、手持工事の順調な進捗により売上高は56,838百万円となりました。また、営業利益は133百万円、経常

利益は214百万円を計上いたしましたものの、債権の取立不能のおそれが発生したことにより、貸倒引当金繰入額を特別損失に

計上したこと等の結果、1,876百万円の四半期純損失となりました。 

 

[参考]   

      当社個別の当第１四半期の業績は、売上高54,505百万円、営業利益188百万円、経常利益261百万円、四半期純損失1,846百万

円となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の資産の部は、完成工事未収入金の回収が進み、受取手形・完成工事未収入金等が21,457百万円減少した

こと等により、総資産は前連結会計年度末と比較して17,669百万円減少し、156,652百万円となりました。 

負債の部につきましては、短期借入金が9,000百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等の仕入債務が16,402百万円

減少したことや期限の到来した新株予約権付社債の償還を行ったこと等により、前連結会計年度末と比較して15,066百万円減

少し、128,234百万円となりました。 

純資産の部につきましては、四半期純損失の計上や剰余金の配当を行ったこと等により、前連結会計年度末と比較して2,603

百万円減少し、28,418百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少や不動産事業に係る立替金の増加等による資金減少要因

等により、2,850百万円の資金減少、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましても、有形・無形固定資産の取得等により48百

万円の資金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、新株予約権付社債の償還による支出や配当金

の支払等があったものの、短期借入金による収入により2,166百万円の資金増加となり、当第１四半期末の現金及び現金同等物

は10,560百万円となりました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年５月14日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

前回予想との差異等、業績予想に関する事項の詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

   当社グループといたしましては、更なる建設投資の縮小を見据え、建設事業においては、当社グループに競争優位性のある陸

運業界等の優良顧客を中心とした営業展開を図るとともに、リニューアル分野の開拓や調達方法の見直し等に取り組んでおりま

す。建設周辺分野においては、大都市圏の開発案件を中心とする不動産等の事業に対し、厳格なリスクマネジメントを実践しなが

ら積極的に取り組み、第二の収益の柱としての成長を目指しております。 
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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） 

    該当する事項はありません。 

 

（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 

 該当する事項はありません。 

 

（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。これによる損益に与える影響は軽微

であります。 
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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 10,560 11,281 

受取手形・完成工事未収入金等 73,821 95,279 

有価証券 400 400 

未成工事支出金 18,106 15,323 

不動産事業支出金 2,400 1,805 

材料貯蔵品 196 196 

販売用不動産 1,961 1,994 

繰延税金資産 4,009 3,905 

その他 8,898 6,216 

貸倒引当金 △573 △191 

流動資産合計 119,782 136,211 

固定資産 

有形固定資産 12,134 12,171 

無形固定資産 98 90 

投資その他の資産 

投資有価証券 14,441 14,621 

長期貸付金 1,158 1,109 

繰延税金資産 6,010 7,096 

その他 3,517 3,492 

貸倒引当金 △491 △470 

投資その他の資産合計 24,636 25,848 

固定資産合計 36,869 38,110 

資産合計 156,652 174,321 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 87,685 104,087 

短期借入金 9,000 － 

一年以内償還の社債 － 6,300 

未払法人税等 110 280 

未成工事受入金等 16,087 16,072 

完成工事補償引当金 897 988 

工事損失引当金 269 404 

賞与引当金 2,304 1,507 

預り金 6,319 7,418 

その他 895 1,051 

流動負債合計 123,570 138,111 

固定負債 

退職給付引当金 4,463 4,993 

長期預り保証金 200 195 

固定負債合計 4,663 5,189 

負債合計 128,234 143,300 
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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 16,354 16,354 

資本剰余金 3,893 3,893 

利益剰余金 7,516 9,926 

自己株式 △38 △38 

株主資本合計 27,726 30,136 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 603 654 

為替換算調整勘定 62 204 

評価・換算差額等合計 665 859 

少数株主持分 26 25 

純資産合計 28,418 31,021 

負債純資産合計 156,652 174,321 
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 (第１四半期連結累計期間) 

 

（２） 四半期連結損益計算書

（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) 

売上高 

完成工事高 56,618 

不動産事業等売上高 219 

売上高合計 56,838 

売上原価 

完成工事原価 53,149 

不動産事業等売上原価 147 

売上原価合計 53,296

売上総利益 

完成工事総利益 3,469 

不動産事業等総利益 72 

売上総利益合計 3,541

販売費及び一般管理費 3,408 

営業利益 133 

営業外収益 

受取利息 12 

受取配当金 76 

為替差益 33 

持分法による投資利益 8 

その他 32 

営業外収益合計 164 

営業外費用 

支払利息 39 

その他 43 

営業外費用合計 83 

経常利益 214 

特別損失 

貸倒引当金繰入額 1,045 

特別損失合計 1,045 

税金等調整前四半期純損失（△） △830 

法人税、住民税及び事業税 61 

法人税等調整額 982 

法人税等合計 1,044 

少数株主利益 1 

四半期純損失（△） △1,876 
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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（△） △830 

減価償却費 92 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △529 

持分法による投資損益（△は益） △8 

受取利息及び受取配当金 △89 

支払利息 39 

売上債権の増減額（△は増加） 21,457 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,783 

たな卸資産の増減額（△は増加） △561 

未収入金の増減額（△は増加） 859 

立替金の増減額（△は増加） △3,437 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,402 

未払金の増減額（△は減少） △269

未成工事受入金等の増減額（△は減少） 15 

預り金の増減額（△は減少） △1,099

その他 852 

小計 △2,694

利息及び配当金の受取額 91 

利息の支払額 △43 

法人税等の支払額 △203 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,850 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形・無形固定資産の取得による支出 △74 

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 38 

投資活動によるキャッシュ・フロー △48 

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） 9,000 

社債の償還による支出 △6,300 

配当金の支払額 △533 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,166 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △721 

現金及び現金同等物の期首残高 11,281 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,560 
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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 

該当する事項はありません。 
 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当する事項はありません。 

 

「参考資料」 

 前四半期にかかる財務諸表 
 （１）（要約）四半期連結損益計算書 
   前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 
 

前年同四半期 
（平成20年３月期第１四半期） 

              

科  目 

 
金額 
(百万円) 

 

Ⅰ 売上高          52,042  

     完成工事高          51,877  

     不動産事業等売上高            164  

   

Ⅱ 売上原価            48,980  

     完成工事原価            48,855  

     不動産事業等売上原価             124  

   

売上総利益            3,061  

完成工事総利益            3,022  

    不動産事業等総利益              39  

   

Ⅲ 販売費及び一般管理費            3,219  

営業損失              158  

Ⅳ 営業外収益              165  

受取利息及び受取配当金               84  

その他                80  

Ⅴ 営業外費用              120  

支払利息               25  

持分法による投資損失               0  

その他               94  

経常損失              113  

Ⅵ 特別利益              235  

税金等調整前四半期純利益              122  

法人税、住民税及び事業税              61  

法人税等調整額              34  

少数株主損失              1  

四半期純利益              27  
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）  
 

前年同四半期 
（平成20年３月期第１四半期） 

区分 
金額 

(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

    税金等調整前四半期純利益              122  

    減価償却費              97  

    受取利息及び受取配当金             △84  

    支払利息              25  

    売上債権の増減額(増加：△)            31,357  

    未成工事支出金の増減額(増加：△)           △5,954  

    たな卸資産の増減額(増加：△)            △939  

    仕入債務の増減額(減少：△)           △16,732  

    未成工事受入金等の増減額(減少：△)            1,727  

    その他           △3,547  

    小計             6,071  

    利息及び配当金の受取額              86  

    利息の支払額             △33  

    法人税等の支払額            △215  

    営業活動によるキャッシュ・フロー              5,908  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

    有形・無形固定資産の取得による支出              △65  

    貸付けによる支出                 △123  

    その他                  △9  

    投資活動によるキャッシュ・フロー            △198  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出            △6,767  

    配当金の支払            △533  

    その他             △0  

    財務活動によるキャッシュ・フロー               △7,300  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額                    16  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)            △1,573  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高                16,012  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高                14,439  
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６．その他の情報 

 

四半期個別受注の概況（建設事業） 

 

 

（１）個別受注実績 

 受注高 
   百万円       ％ 

平成 21 年３月期第１四半期累計期間 37,970   △26.6 

平成 20 年３月期第１四半期累計期間 51,744     19.0 

（注）％表示は、前年同四半期比増減率を示しております。 

 

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

区 分 
平成 20 年３月期 

第１四半期累計期間 
平成 21 年３月期 

第１四半期累計期間 
比較増減 増減率 

国 内 官 公 庁        2,740（   5.3％）         115（   0.3％） △2,625 △95.8％  

国 内 民 間 39,535（ 76.4％） 26,653（ 70.2％） △12,882 △32.6  

海    外      140（  0.3％）      543（  1.4％） 402 285.9  

建 
 

築 
計 42,417（ 82.0％） 27,312（ 71.9％） △15,104 △35.6  

国 内 官 公 庁       2,475（  4.8％）       2,626（  6.9％） 151  6.1 

国 内 民 間 6,773（ 13.1％） 8,005（ 21.1％） 1,231 18.2 

海    外 77（   0.1％） 25（   0.1％） △52 △67.0  

土 
 

木 
計 9,326（ 18.0％） 10,657（ 28.1％） 1,330 14.3  

国 内 官 公 庁 5,216（ 10.1％） 2,741（  7.2％） △2,474 △47.4   

国 内 民 間 46,309（ 89.5％） 34,659（ 91.3％） △11,650 △25.2  

海    外 218（  0.4％） 569（  1.5％） 350 160.5   

合 
 

計 
計      51,744（ 100.0％）      37,970（ 100.0％） △13,773 △26.6 

（注）（ ）内の％表示は、構成比率を示しております。 

   

 

（２）個別受注予想 

 第２四半期累計期間 通期 
       百万円       ％        百万円        ％ 

平成 21 年３月期予想 138,000      25.9 301,000       6.0 

平成 20 年３月期実績 109,622    △12.7 283,867       3.2 

(注)％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を示しております。 

 

[個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等]  

個別受注実績につきましては、前年同四半期に比べて、建築工事が35.6％減、土木工事が14.3％増、全体としては26.6％

減の37,970百万円となりました。 

通期の個別受注予想につきましては、平成20年5月14日に公表いたしました予想数値から変更はありません。 
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