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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 30,813 ― △3,467 ― △3,540 ― △3,917 ―
20年3月期第3四半期 32,067 ― △1,717 ― △1,604 ― △1,951 ―

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 △74.38 ―
20年3月期第3四半期 △37.06 ―

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 67,344 28,402 42.2 539.32
20年3月期 66,280 33,676 50.8 639.43

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  28,402百万円 20年3月期  33,676百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 8.00

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  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

通期 64,000 ― △2,100 ― △2,000 ― △3,600 ― △68.36

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、その他特記事項 
（1） 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たものであり、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
果に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（企業会計基準適用指針第14号）」を
適用しています。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います。  

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 有

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  57,804,450株 20年3月期  57,804,450株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,140,194株 20年3月期  5,137,563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  52,665,566株 20年3月期第3四半期  52,667,903株



   当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による株価の急落、為替の急激な変動等 

 から企業収益が悪化し、設備投資の減少・雇用環境の悪化につながるなど景気の悪化が鮮明となりました。 

    建設業界におきましては、公共建設投資が依然として縮減傾向にあるのに加え、民間建設投資も企業収益の悪化 

   に伴い減少するなど、経営環境は厳しさを増しております。 

    このような状況のもと、当社グループの当第３四半期累計期間における売上高は、連結子会社の売上高は増加し 

   たものの、当社において、工事の大型化により繰越工事の第３四半期累計期間における売上計上が前年同期に比べ 

   減少したことと、第３四半期累計期間の受注に伴う売上が前年同期に比べ少なかったことから、308億１千３百万円

    （前年同期は320億６千７百万円）となりました。 

    利益面では、売上高の減少による工事利益の減少と、競争の激化及び工事損失引当金の計上により工事利益率が 

   低下したこと等により、売上総利益は32億５千万円（前年同期は40億５千５百万円）となりました。 

    営業損益は売上総利益が減少したことに加え、会計処理の変更等により販売費及び一般管理費が増加したため、3

   4億６千７百万円の損失（前年同期は17億１千７百万円の損失）となりました。  

       経常損益・四半期純損益は、退職加算金等が増加したこともあり、各々35億４千万円の損失（前年同期は16億４ 

   百万円の損失）、39億１千７百万円の損失（前年同期は19億５千１百万円の損失）となりました。 

  

    なお、当社グループの当第３四半期累計期間における受注の状況は以下のとおりです。 

    

  

   

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 

事業・工種別 

平成20年３月期第３四半期 平成21年３月期第３四半期 

比較増減 増減率 
受注高 

（百万円） 
構成比 

受注高 

（百万円） 
構成比 

 法面保護工事 14,186 26.5% 12,489  23.4% △1,696  △12.0%

 地すべり対策工事 7,270 13.6% 5,642 10.6% △1,628  △22.4%

 基礎・地盤改良工事 20,198 37.7% 22,479  42.2% 2,281  11.3%

 補修・補強工事 3,849  7.2% 3,377  6.3% △471  △12.3%

 環境修復工事 820  1.5% 1,275  2.4% 454  55.4%

 管きょ工事 2,495  4.7% 1,627  3.1% △868  △34.8%

 一般土木工事 1,232  2.3% 2,344  4.4% 1,112  90.3%

 建築工事 1,146  2.1% 2,111  4.0% 965  84.2%

 その他工事 2,395  4.5% 1,938  3.6% △456  △19.1%

 合計 53,594  100.0% 53,286  100.0% △308  △0.6%

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ10億６千４百万円増加いたしました。 

その主な要因は、建設事業において工事の完成計上が第４四半期に偏るという季節的要因により受取手形・完成工

事未収入金等が118億８千８百万円減少したものの、未成工事出来高の増加に伴い未成工事支出金が158億４千６百

万円増加したことによるものです。 

（負債） 

  当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ63億３千８百万円増加いたしました。 

その主な要因は、支払手形・工事未払金等が17億８千４百万円減少したものの、未成工事出来高の増加に伴い未成

工事受入金が67億７千７百万円増加したこと及び短期借入金が９億１千５百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ52億７千４百万円減少いたしました。

その主な要因は、四半期純損益が39億１千７百万円の損失であったこと等により、株主資本が44億２千５百万円減

少したこと及びその他有価証券評価差額金が８億２千１百万円減少したことによるものであります。 



  平成20年10月17日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

   

① 簡便な会計処理 

  たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、該当予算に

基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  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 

 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。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、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場合に、前連結会計年度末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を適用しております。 

  

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

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 

① 四半期連結財務諸表作成に関する会計基準の適用 

 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）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 たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有する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、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。 

 これによる損益にあた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 

 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、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益にあたえる影響はありません。 

④ 会計処理の変更 

 従来、当社においては、支店における工事統括部門の費用について、支出度合いに応じて完成工事原価

と未成工事支出金に按分して工事原価に配賦しておりましたが、第１四半期会計期間より、その発生費用

の全額を販売費及び一般管理費で処理する方法に変更いたしました。 

 この変更は、工事部門の組織体系の変更に伴い、工事統括部門の役割が、直接的な現場指導から工事の

全体的な管理機能へと移行しており、販売費及び一般管理費で処理することが適正であると判断したため

であります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上総利益は516百万円増加し、営業利益、経常利益

および税金等調整前四半期純利益はそれぞれ457百万円減少しております。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 6,262 11,086

受取手形・完成工事未収入金等 10,573 22,461

未成工事支出金 25,296 9,450

商品及び製品 8 40

仕掛品 23 28

原材料及び貯蔵品 168 175

繰延税金資産 357 413

その他 3,086 1,486

貸倒引当金 △241 △241

流動資産合計 45,534 44,901

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,025 3,171

機械・運搬具（純額） 2,277 2,465

土地 9,651 9,660

建設仮勘定 37 39

その他（純額） 345 396

有形固定資産計 15,338 15,732

無形固定資産 371 79

投資その他の資産   

投資有価証券 3,075 3,477

繰延税金資産 1,007 918

その他 2,819 1,818

貸倒引当金 △802 △648

投資その他の資産計 6,099 5,566

固定資産合計 21,809 21,379

資産合計 67,344 66,280



（単位：百万円）

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 15,134 16,918

短期借入金 4,117 3,202

未払法人税等 116 143

未成工事受入金 14,367 7,590

完成工事補償引当金 64 63

工事損失引当金 745 46

未払費用 886 1,095

その他 1,208 1,189

流動負債合計 36,641 30,250

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,435 1,435

退職給付引当金 190 190

債務保証損失引当金 137 138

長期未払金 488 534

負ののれん 12 18

その他 37 37

固定負債合計 2,300 2,353

負債合計 38,941 32,603

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 19,360 23,785

自己株式 △1,698 △1,697

株主資本合計 30,140 34,566

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △716 104

土地再評価差額金 △1,053 △1,053

為替換算調整勘定 32 59

評価・換算差額等合計 △1,737 △889

純資産合計 28,402 33,676

負債純資産合計 67,344 66,280



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 30,445

兼業事業売上高 367

売上高合計 30,813

売上原価  

完成工事原価 27,281

兼業事業売上原価 280

売上原価合計 27,562

売上総利益  

完成工事総利益 3,164

兼業事業総利益 86

売上総利益合計 3,250

販売費及び一般管理費 6,718

営業損失（△） △3,467

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 42

受取賃貸料 36

その他 84

営業外収益合計 169

営業外費用  

支払利息 22

為替差損 109

その他 111

営業外費用合計 242

経常損失（△） △3,540

特別利益  

前期損益修正益 3

貸倒引当金戻入額 5

固定資産売却益 5

その他 1

特別利益合計 16

特別損失  

固定資産売却損 41

退職特別加算金 199

その他 27

特別損失合計 269

税金等調整前四半期純損失（△） △3,793

法人税、住民税及び事業税 84

法人税等調整額 39

法人税等合計 123

四半期純損失（△） △3,917



 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（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」  

前年同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20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（百万円）   

Ⅰ 売上高 32,067

Ⅱ 売上原価 28,011

 売上総利益 4,055

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,772

 営業損失 1,717

Ⅳ 営業外収益 217

  受取利息・受取配当金 103

  その他 113

Ⅴ 営業外費用 104

  支払利息  35

  その他 68

 経常損失 1,604

Ⅵ 特別利益 51

  固定資産売却益 5

  その他 45

Ⅶ 特別損失 64

  固定資産売却損及び除却損 20

  その他 44

 税金等調整前四半期純損失 1,618

  税金費用 333

 四半期純損失 1,951
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