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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％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 
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1. 平成21年５月期第１四半期の連結業績（平成20年７月１日～平成20年９月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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５月期第１四半期 10,720 ― △93 ― △110 ― △76 ―

20年５月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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５月期第１四半期 △2 02 ― ―
20年５月期第１四半期 ― ― ― ―

 (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

21年５月期第１四半期 36,793 8,731 22.4 217 44

20年５月期 ― ― ― ― ―

(参考) 自己資本 21年５月期第１四半期 8,226百万円 20年５月期 ―百万円

2. 配当の状況

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５月期 ― ― ― ― ―

21年５月期 ― ― ― ― ―

21年５月期(予想) ― 0 00 ― 3 00 3 00

3. 平成21年５月期の連結業績予想（平成20年７月１日～平成21年５月31日）

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 22,000 ― 150 ― 100 ― △100 ― △2 62

通期 54,000 ― 700 ― 600 ― 150 ― 3 93
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   (注) 詳細は、３ページから４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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 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．業績予想につきましては、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ておりま
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結果となる場合があります。 

 ３．当社は、平成20年７月１日に機動建設工業株式会社が単独株式移転により、同社の完全親会社とし
て設立されました。四半期決算短信は、当四半期連結会計期間より作成しておりますので、前期実
績及び対前期増減率は記載しておりません。 

  

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) ： 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ページから４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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年５月期第１四半期 39,465,000株 20年５月期 ―株

21年５月期第１四半期 1,633,189株 20年５月期 ―株

21年５月期第１四半期 37,977,201株 20年５月期第１四半期 ―株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当社グループの売上高の大部分を占める建設事業につきましては、その計上時期が下半期、特に公共
工事が主となる土木工事に関しては第４四半期に集中することから、第１四半期の計上額が相対的に少
なくなる傾向にあります。 
一方、販売費及び一般管理費等の固定費は恒常的に発生するため、第１四半期の売上高に対する販売

費及び一般管理費等の負担割合が大きくなるという季節的要因があります。 
以上のことから、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高は10,720百万円、営業損失93百

万円、経常損失110百万円、四半期純損失76百万円となりました。 
  

当社グループのコア事業であり、主に機動建設工業株式会社が取り扱う推進工事・ＰＣ工事を中心
とした土木工事と日本建設株式会社が取り扱う建築工事に大別されます。当第１四半期連結会計期間
におきましては、受注高は12,835百万円、売上高10,662百万円、営業損失は107百万円となりまし
た。 
売上高の構成は土木工事1,493百万円、建築工事9,168百万円であります。 

不動産事業につきましては、主に首都圏において、中古ビル・賃貸マンション等を仕入れ、リニュ
ーアル、コンバージョン、テナント入替等によりバリューアップを図るビジネスを取り組んでおりま
す。当第１四半期連結会計期間におきましては主に賃料収入により、売上高55百万円、営業利益は11
百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間におきましては保険代理店業務による、売上高３百万円、営業利益は３
百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、36,793百万円となり、そのうち流動資産は、25,303百万円、
固定資産11,448百万円となりました。これに対する当四半期末の負債合計は、28,061百万円となり、その
うち流動負債は25,564百万円、固定負債は2,497百万円となりました。 
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、8,731百万円となり、自己資本比率は22.4％となりました。 
なお、当社は、平成20年７月１日設立のため、前連結会計年度末との対比の記載はしておりません。 
  

平成20年７月18日発表の連結業績予想に変更はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

一部連結子会社は、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が連結子会社の前事業年度末に算
定したものと著しい変化がないと認められるため、連結子会社の前事業年度末の貸倒実績率等を利用
して貸倒見積高を算定しております。 

一部連結子会社は、当第１四半期連結会計期間における間接原価のたな卸資産と売上原価への配賦
率が連結子会社の前事業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、連結子会社の
前事業年度決算において算定した配賦率の合理的な基準を使用して間接原価を配賦する方法によって
おります。 

定率法を採用している固定資産については、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。 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

・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
(1) 業績全般の概況

(2) 部門別概況
①建設事業

②不動産事業

③その他の事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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簡便な会計処理

・一般債権の貸倒積立金の算定方法

・原価差異の配賦方法

・固定資産の減価償却費の算定方法

・経過勘定項目の算定方法
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繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、連結子会社の前事業年度以降に経営環境等、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、連結会社各社の前会計年度決算におい
て使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によります。 

税金費用については、主として当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期
純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に該当見
積実効税率を乗じて計算しております。 
 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

提出会社は、連結子会社である機動建設工業株式会社が単独株式移転により設立した完全親会社であ
り、採用する会計処理の原則及び手続は、以下に記載する事項を除き、従来、機動建設工業株式会社が
連結財務諸表作成に当たって採用したものと同様であります。 

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、「建設業法施行規則」（建設省令第14
号）に準じて記載しております。 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から「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」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、
連結決算上必要な修正を行っております。 
これによる四半期連結財務諸表及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

連結子会社のうち、日本建設株式会社の第１四半期決算日は５月31日であり、他の連結子会社の第
１四半期決算日については、８月31日であります。 
四半期連結決算財務諸表の作成にあたっては、同日現在の四半期財務諸表を使用し、四半期連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

役員退職慰労金については、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに
役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協力監査・保証実務委員会報告第
42号 平成19年４月13日)が公表され役員退職慰労引当金の計上が会計慣行として定着しつつあるこ
と、期間損益の適正化と財務内容の健全化を図ることを目的とし、第１四半期末要支給額を役員退職
慰労引当金として計上する方法によっております。 
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。 

四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、随時引き出
し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から成っております。 
当第１四半期連結累計期間中に、四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金範囲の変更は

ありません。 
  

・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

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算

(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会計基準等の改正に伴う変更

②「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

③連結子会社の四半期連結決算日について

④役員退職慰労金

⑤四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更
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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９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,792

受取手形・完成工事未収入金等 5,781

未成工事支出金 6,542

販売用不動産 3,383

その他のたな卸資産 4

その他 966

貸倒引当金 △169

流動資産合計 25,303

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 976

土地 4,331

その他（純額） 327

有形固定資産合計 5,635

無形固定資産

のれん 4,425

その他 72

無形固定資産合計 4,498

投資その他の資産

その他 1,390

貸倒引当金 △76

投資その他の資産合計 1,314

固定資産合計 11,448

繰延資産 41

資産合計 36,793

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 16,717

短期借入金 2,245

1年内償還予定の社債 160

未払法人税等 59

未成工事受入金 4,994

工事損失引当金 59

完成工事補償引当金 76

賞与引当金 289

その他 962

流動負債合計 25,564
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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９月30日)

固定負債

社債 510

長期借入金 587

役員退職慰労引当金 6

退職給付引当金 1,328

その他 65

固定負債合計 2,497

負債合計 28,061

純資産の部

株主資本

資本金 2,000

資本剰余金 6,486

利益剰余金 △105

自己株式 △106

株主資本合計 8,274

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △46

為替換算調整勘定 △1

評価・換算差額等合計 △48

新株予約権 33

少数株主持分 472

純資産合計 8,731

負債純資産合計 36,793
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　(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７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高

完成工事高 10,720

売上原価

完成工事原価 10,177

完成工事総利益 543

販売費及び一般管理費 636

営業損失（△） △93

営業外収益

受取利息及び配当金 6

その他 8

営業外収益合計 14

営業外費用

支払利息 19

その他 11

営業外費用合計 31

経常損失（△） △110

特別利益

貸倒引当金戻入額 79

新株予約権戻入益 30

その他 0

特別利益合計 110

特別損失

固定資産売却損 30

その他 0

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純損失（△） △30

法人税等 18

少数株主利益 27

四半期純損失（△） △76
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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７月１日
 至 平成20年９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 △30

減価償却費 38

のれん償却額 62

株式交付費償却 3

有形固定資産売却損益（△は益） 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） △69

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △43

賞与引当金の増減額（△は減少） 119

工事損失引当金の増減額（△は減少） 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息及び社債利息 19

売上債権の増減額（△は増加） 2,192

たな卸資産の増減額（△は増加） 198

仕入債務の増減額（△は減少） △1,657

未成工事受入金の増減額（△は減少） △286

未払消費税等の増減額（△は減少） △127

その他 24

小計 448

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △16

法人税等の支払額 △85

営業活動によるキャッシュ・フロー 353

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 △100

定期預金の払戻による収入 100

投資有価証券の取得による支出 △2

有形固定資産の売却による収入 51

有形固定資産の取得による支出 △13

無形固定資産の取得による支出 △3

貸付金の回収による収入 1

保険積立金の積立による支出 △2

敷金の回収による収入 41

敷金の差入による支出 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー 30
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９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） △107

長期借入金の返済による支出 △119

社債の償還による支出 △110

自己株式の取得による支出 △14

配当金の支払額 △114

少数株主への配当金の支払額 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △475

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91

現金及び現金同等物の期首残高 7,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,526
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業の種類、性質の類似性等の観点から事業区分を行っております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

  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：不動産の売買、仲介及び賃貸に関する事業 

  その他の事業：金融(保険代理店業務を含む)・投資に関する事業 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を

省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

1．事業の種類別セグメント情報

建設事業 
(百万円)

不動産事業
(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

10,662 55 3 10,720 ― 10,720

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 0 3 3 (3) ―

計 10,662 55 6 10,723 (3) 10,720

営業利益又は営業損失(△) △87 11 3 △73 ― △73

2．所在地別セグメント情報

3．海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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