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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 45,273 ― 437 ― 363 ― △458 ―
20年3月期第3四半期 47,702 △16.6 △391 ― △430 ― △239 ―

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3四半期 △21.12 ―
20年3月期第3四半期 △11.05 ―

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3四半期 66,866 7,256 10.9 334.24
20年3月期 67,200 8,410 12.5 387.35

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,256百万円 20年3月期  8,410百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 74,000 △8.0 1,460 7.8 1,340 0.1 330 △30.1 15.20

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  

(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．平成21年３月期の連結業績予想につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想
と異なる場合があります。 
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 ― 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3四半期  21,720,000株 20年3月期  21,720,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  8,561株 20年3月期  7,784株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  21,711,897株 20年3月期第3四半期  21,712,756株



 当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）における我が国経済は、米国における

サブプライムローン問題から端を発した世界的な金融市場の混乱が影響し、さらには円独歩高などにより景気は急速

に悪化し、大変厳しい経済状況で推移いたしました。 

 当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、依然として公共投資の減少傾向は変わらず、また、

民間工事も金融不安の影響によるマンションデベロッパーの新規事業見直しや抑制、企業の設備投資の延期など受注

環境は極めて厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当第３四半期連結会計期間の受注高につきましては、149億５千８百万円となりました。

売上高につきましては、145億３千万円、営業利益につきましては３億１千万円、経常利益は２億５千６百万円とな

りました。しかし、四半期純利益につきましては、投資有価証券の時価下落に伴い評価損失11億１千６百万円を特別

損失に計上したことなどにより、９億６千５百万円の純損失となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第４四半期に完成する工事の割合が大きく、業績に季節

的変動があります。 

   

① 資産 

当第３四半期末における資産の残高は668億６千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億３千３百万円の

減少となりました。主な原因といたしましては、投資有価証券等が減少したことによるものであります。 

② 負債  

負債の残高は596億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億１千９百万円の増加となりました。主な原因

といたしましては、未成工事受入金が増加したことによるものであります。 

③ 純資産 

純資産の残高は72億５千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億５千３百万円の減少となりました。主な

原因といたしましては、その他有価証券評価差額金等の減少および、当第３四半期純損失の計上によるものであり

ます。 

  

  

当社は平成20年４月24日に平成20年３月期決算短信にて公表いたしました、平成21年３月期通期業績予想を修正い

たしました。 

変更の内容につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

該当事項はありません。  

   

連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出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 

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 

（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 

 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。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,641,649 1,484,040

受取手形・完成工事未収入金等 19,289,161 21,097,561

販売用不動産 947,292 1,056,221

未成工事支出金 14,460,211 8,233,883

材料貯蔵品 324,959 310,960

繰延税金資産 357,754 409,516

その他 2,554,870 10,474,083

流動資産合計 44,575,899 43,066,268

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,176,960 2,290,363

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 187,617 211,396

土地 13,757,117 13,757,117

有形固定資産計 16,121,694 16,258,876

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 281,303 283,152

無形固定資産計 299,486 301,335

投資その他の資産   

投資有価証券 3,974,307 5,891,840

繰延税金資産 1,223,630 748,138

その他 738,655 952,386

貸倒引当金 △67,073 △18,621

投資その他の資産計 5,869,521 7,573,744

固定資産合計 22,290,702 24,133,956

資産合計 66,866,601 67,200,224



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 22,311,292 24,636,540

短期借入金 14,838,000 12,531,400

未成工事受入金 12,749,373 9,416,989

完成工事補償引当金 112,688 122,639

その他 1,188,448 2,108,997

流動負債合計 51,199,803 48,816,567

固定負債   

長期借入金 3,552,000 5,364,000

退職給付引当金 2,897,011 2,632,839

再評価に係る繰延税金負債 1,615,913 1,615,913

その他 345,052 360,709

固定負債合計 8,409,976 9,973,461

負債合計 59,609,780 58,790,029

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 3,037,999 3,605,209

自己株式 △2,216 △2,065

株主資本合計 5,683,629 6,250,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,384 593,397

土地再評価差額金 1,565,807 1,565,807

評価・換算差額等合計 1,573,191 2,159,204

純資産合計 7,256,821 8,410,195

負債純資産合計 66,866,601 67,200,224



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 44,540,866

兼業事業売上高 732,516

売上高合計 45,273,383

売上原価  

完成工事原価 41,005,496

兼業事業売上原価 297,610

売上原価合計 41,303,106

売上総利益  

完成工事総利益 3,535,370

兼業事業総利益 434,906

売上総利益合計 3,970,277

販売費及び一般管理費 3,533,159

営業利益 437,117

営業外収益  

受取利息 7,014

受取配当金 60,834

保険配当金 35,255

持分法による投資利益 6,488

雑収入 16,952

営業外収益合計 126,545

営業外費用  

支払利息 200,066

雑支出 0

営業外費用合計 200,066

経常利益 363,596

特別利益  

事業分離における移転利益 791,298

その他 10,222

特別利益合計 801,520

特別損失  

前期損益修正損 2,399

固定資産売却損 2,475

投資有価証券評価損 1,117,058

その他 4,975

特別損失合計 1,126,908

税金等調整前四半期純利益 38,208

法人税、住民税及び事業税 508,603

法人税等調整額 △11,746

法人税等合計 496,856

四半期純損失（△） △458,648



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 14,301,610

兼業事業売上高 228,779

売上高合計 14,530,389

売上原価  

完成工事原価 12,951,545

兼業事業売上原価 85,178

売上原価合計 13,036,723

売上総利益  

完成工事総利益 1,350,065

兼業事業総利益 143,600

売上総利益合計 1,493,665

販売費及び一般管理費 1,183,557

営業利益 310,108

営業外収益  

受取利息 232

受取配当金 169

持分法による投資利益 4,248

雑収入 7,988

営業外収益合計 12,638

営業外費用  

支払利息 66,552

営業外費用合計 66,552

経常利益 256,195

特別利益  

その他 9,614

特別利益合計 9,614

特別損失  

投資有価証券評価損 1,116,980

その他 4,844

特別損失合計 1,121,825

税金等調整前四半期純損失（△） △856,015

法人税、住民税及び事業税 213,396

法人税等調整額 △104,074

法人税等合計 109,321

四半期純損失（△） △965,337



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 38,208

減価償却費 236,352

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,451

退職給付引当金の増減額（△は減少） 264,172

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △9,950

受取利息及び受取配当金 △67,848

支払利息 200,066

有価証券評価損益（△は益） 1,117,058

事業分離における移転利益 △791,298

売上債権の増減額（△は増加） 1,808,400

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,226,327

仕入債務の増減額（△は減少） △2,325,248

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,332,384

持分法による投資損益（△は益） △6,488

その他 △2,256,216

小計 △4,638,283

利息及び配当金の受取額 127,451

利息の支払額 △209,245

法人税等の支払額 △925,442

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,645,519

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 △100,957

その他の無形固定資産の取得による支出 △110,463

事業移転による収入 800,000

その他 46,758

投資活動によるキャッシュ・フロー 635,337

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） 3,095,599

長期借入金の返済による支出 △2,601,000

配当金の支払額 △108,561

その他 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー 385,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,624,295

現金及び現金同等物の期首残高 11,265,945

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,641,649



 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「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 

  前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）  

  

科目 
  

    前年同四半期 
   （平成20年３月期 
   第３四半期）   

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  47,702,253

Ⅱ 売上原価  44,297,657

売上総利益  3,404,595

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,796,038

営業損失（△）  △391,442

Ⅳ 営業外収益  162,344

Ⅴ 営業外費用  200,983

経常損失（△）  △430,082

Ⅵ 特別利益  78,561

Ⅶ 特別損失  106,461

税金等調整前四半期純損失（△）  △457,982

法人税、住民税及び事業税  37,900

法人税等調整額  △235,293

少数株主損失（△）  △20,609

四半期純損失（△）  △239,978



  前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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損失(△)  △457,982

減価償却費  188,357

退職給付（慰労）引当金の増減額(減少:△）  39,636

完成工事補償引当金の増減額(減少:△）  1,157

受取利息及び配当金  △79,020

支払利息  200,928

売上債権の増減額(増加:△）    9,559,166

未成工事支出金の増減額(増加:△）    △8,510,690

仕入債務の増減額(減少:△）    △7,679,707

未成工事受入金の増減額(減少:△）    5,500,724

持分法による投資損益    △48,240

その他    △1,348,269

小計    △2,633,939

利息及び配当金の受取額    88,095

利息の支払額    △196,892

法人税等の支払額    △865,333

営業活動によるキャッシュ・フロー    △3,608,070

Ⅱ 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    △69,195

無形固定資産の取得による支出    △127,004

投資有価証券の取得による支出    △1,644

その他    12,695

投資活動によるキャッシュ・フロー    △185,149

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入金の純増減額(減少:△)    △2,912,379

配当金の支払による支出    △108,564

その他    △1,394

財務活動によるキャッシュ・フロー    △3,022,338

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少:△）    △6,815,557

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高    12,271,696

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高    5,456,138



(1）受注実績 

  

(2）売上実績 

 （注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

  

  

  

６．その他の情報 

区分 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（百万円） 

建設事業  14,958

合計  14,958

区分 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（百万円） 

建設事業  14,301

不動産事業  228

合計  14,530




