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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 26,620 28.4 △178 ― △177 ― △297 ―
20年3月期第3四半期 20,730 △3.4 △297 ― △300 ― △286 ―

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 △8.72 ―
20年3月期第3四半期 △8.37 ―

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 53,689 14,231 26.5 422.64
20年3月期 42,697 14,739 34.5 431.15

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,231百万円 20年3月期  14,739百万円

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 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 4.00

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 48,000 20.1 830 △29.1 700 △40.1 330 280.9 9.65

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、２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．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、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業績の変化等に
より、上記予想数値と異なる結果と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  34,367,644株 20年3月期  34,367,644株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  695,597株 20年3月期  181,038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  34,128,636株 20年3月期第3四半期  34,190,389株



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３四半期におけるわが国経済は、世界規模の金融危機により輸出減少や、生産、雇用、設備の調整が急速に進

展し、景気は一気に冷え込みました。

　一方、当社グループの事業の中核となる建設産業を取り巻く情勢は厳しさを増し、価格競争は激化の途を辿る状況

で推移いたしました。

　このような経営環境のなか、当社グループは事業の一層の伸張を期して鋭意努力してまいりました結果、当第３四

半期の連結受注高は、345億48百万円となりました。また、親会社における期初の繰越高が多かったため、売上高は

266億20百万円（前年同期比28.4％増）と大幅に増加いたしました。

　利益面につきましては、第２四半期に債権回収不能による特別損失136百万円を計上したことに加え、当第３四半期

において投資有価証券評価損65百万円を特別損失に、販売用不動産の簿価切下げ額を売上原価に52百万円計上いたし

ましたが、売上高の増加とともに、きめ細かく原価低減策を実施してまいりました結果、経常損失は1億77百万円（前

年同期は経常損失3億円）、四半期純損失は2億97百万円（前年同期は四半期純損失2億86百万円）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

（建設事業）

　建設事業におきましては、親会社における期初の繰越高が多かったため、売上高は235億88百万円（前年同期比

30.8％増）となりました。しかし、完成工事高が下半期、特に第４四半期に偏るという建設事業特有の季節的変動要

因があるため、営業損失は4億69百万円となりました。

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、マンションおよび分譲宅地の販売が堅調に推移し、売上高は7億84百万円（前年同期比

10.0％増）となりましたが、新規賃貸物件での初期費用の発生や、販売用不動産の簿価切下げをおこなった結果、営

業損失は90百万円となりました。

（その他の事業）

　その他の事業におきましては、建材製造販売の売上が増加したため、売上高は22億47百万円（前年同期比13.0％増）

となり、営業利益は4億48百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は、536億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ109億91百万円増加いたしました。そ

の主な要因といたしましては、手持工事の増加に伴い施工高が順調に推移した結果、未成工事支出金等が113億29百万

円増加したことによります。

　負債の部におきましては、前連結会計年度末より、115億円増加し、394億57百万円となりました。その主な要因と

いたしましては、未成工事受入金が54億84百万円増加したこと、未成工事支出金等の増加に伴い短期借入金が53億20

百万円増加したことによるものであります。

　純資産の部におきましては、前連結会計年度末より、5億8百万円減少し、142億31百万円となりました。その主な要

因といたしましては、四半期純損失2億97百万円と配当金の支払い1億36百万円により利益剰余金が4億34百万円減少し

たこと、当第３四半期において取締役会決議に基づき自己株式を52百万円取得したことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年5月15日に発表いたしました平成21年3月期通期の業績予想につきましては、債権回収不能による特別損失

の発生、投資有価証券評価損の計上及び販売用不動産の簿価切下げはありましたが、施工高は順調に推移しており、

収益は上昇傾向にありますので、現在のところ業績予想に変更はありません。業績の見通しに変更等が生じる場合に

は、速やかに開示いたします。

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

（税金費用の計算）

　税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実

効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税、

住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しております。

－ 1 －



（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は「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。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経

　常損失がそれぞれ52百万円増加し、税金等調整前四半期純損失が110百万円増加しております。

－ 2 －



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 3,763,036 4,475,399

受取手形・完成工事未収入金等 11,534,072 12,911,244

販売用不動産 1,160,646 1,503,731

商品 4,028 3,899

原材料 61,531 80,379

未成工事支出金等 16,992,087 5,662,716

その他 2,750,493 1,894,132

貸倒引当金 △41,950 △62,593

流動資産合計 36,223,945 26,468,910

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,928,176 7,855,547

その他（純額） 5,679,794 4,291,298

有形固定資産計 13,607,971 12,146,846

無形固定資産 389,775 461,031

投資その他の資産   

その他 3,616,019 4,153,555

貸倒引当金 △148,567 △532,879

投資その他の資産計 3,467,451 3,620,675

固定資産合計 17,465,198 16,228,554

資産合計 53,689,144 42,697,465

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,301,474 11,043,810

短期借入金 11,859,536 6,539,536

1年内償還予定の社債 300,000 －

未払法人税等 99,144 596,235

未成工事受入金 6,901,674 1,416,900

引当金   

賞与引当金 － 254,550

役員賞与引当金 － 8,368

完成工事補償引当金 68,092 22,056

工事損失引当金 298,127 119,673

訴訟損失引当金 429,903 429,903

その他 804,027 253,753

流動負債合計 33,061,980 20,684,789



（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) 

固定負債   

社債 － 300,000

長期借入金 2,015,202 2,250,854

引当金   

退職給付引当金 2,140,240 2,023,017

役員退職慰労引当金 349,586 513,489

債務保証損失引当金 195,957 204,059

その他 1,694,993 1,981,722

固定負債合計 6,395,979 7,273,142

負債合計 39,457,960 27,957,932

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,315,671 5,315,671

資本剰余金 5,359,413 5,359,413

利益剰余金 4,254,401 4,688,795

自己株式 △92,565 △38,543

株主資本合計 14,836,919 15,325,336

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,556 25,487

土地再評価差額金 △611,292 △611,292

評価・換算差額等合計 △605,735 △585,804

純資産合計 14,231,183 14,739,532

負債純資産合計 53,689,144 42,697,465



（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 26,620,555

売上原価 24,344,962

売上総利益 2,275,592

販売費及び一般管理費 2,453,800

営業損失（△） △178,207

営業外収益  

受取利息 23,190

受取配当金 22,653

受取保険金 52,693

受取手数料 9,200

その他 22,862

営業外収益合計 130,599

営業外費用  

支払利息 120,470

その他 9,919

営業外費用合計 130,390

経常損失（△） △177,997

特別利益  

前期損益修正益 97,655

固定資産売却益 855

その他 1,413

特別利益合計 99,923

特別損失  

前期損益修正損 578

固定資産売却損 675

固定資産除却損 1,960

投資有価証券評価損 65,637

販売用不動産評価損 57,247

貸倒引当金繰入額 136,201

その他 7,463

特別損失合計 269,763

税金等調整前四半期純損失（△） △347,837

法人税等 △50,189

四半期純損失（△） △297,647



（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 10,005,090

売上原価 9,190,267

売上総利益 814,823

販売費及び一般管理費 801,198

営業利益 13,625

営業外収益  

受取利息 12,672

受取配当金 6,692

受取手数料 1,400

その他 9,941

営業外収益合計 30,706

営業外費用  

支払利息 50,110

その他 241

営業外費用合計 50,352

経常損失（△） △6,020

特別利益  

前期損益修正益 2,898

特別利益合計 2,898

特別損失  

固定資産売却損 160

固定資産除却損 855

投資有価証券評価損 60,158

その他 189

特別損失合計 61,363

税金等調整前四半期純損失（△） △64,486

法人税等 37,654

四半期純損失（△） △102,140



（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損失（△） △347,837

減価償却費 369,496

のれん償却額 17,616

貸倒引当金の増減額（△は減少） △404,954

賞与引当金の増減額（△は減少） △254,550

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,368

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 46,035

工事損失引当金の増減額（△は減少） 178,454

退職給付引当金の増減額（△は減少） 117,222

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △163,902

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △8,102

受取利息及び受取配当金 △45,843

支払利息 120,470

売上債権の増減額（△は増加） 1,377,171

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △11,329,370

たな卸資産の増減額（△は増加） 230,211

仕入債務の増減額（△は減少） 1,665,363

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,514,014

その他 207,799

小計 △2,719,073

利息及び配当金の受取額 45,843

利息の支払額 △128,757

法人税等の支払額 △576,430

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,378,417

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 △1,799,299

有形固定資産の売却による収入 2,577

投資有価証券の取得による支出 △22,690

貸付けによる支出 △440,000

貸付金の回収による収入 31,205

その他 △286,213

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,514,421

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） 5,000,000

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △615,652

自己株式の取得による支出 △54,022

配当金の支払額 △136,746

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,893,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △999,259

現金及び現金同等物の期首残高 4,413,789

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,414,529



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

 

当第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）　

建設事業

（千円）

不動産事業

（千円）

その他の事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 23,588,878 784,460 2,247,216 26,620,555 － 26,620,555

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高

932,152 20,862 129,899 1,082,914 (1,082,914) －

計 24,521,030 805,323 2,377,116 27,703,470 (1,082,914) 26,620,555

営業利益（△は営業損失） △469,385 △90,541 448,813 △111,113 (67,093) △178,207

（６）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。

－ 1 －



「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

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  

完成工事高　 18,028

不動産事業売上高　 712

その他の事業売上高　 1,989

　売上高計 20,730

Ⅱ　売上原価  

完成工事原価 17,069

不動産事業売上原価　 511

その他の事業売上原価　 1,036

　売上原価計 18,617

売上総利益  

完成工事総利益 959

不動産事業総利益 201

その他の事業総利益 952

　売上総利益計 2,113

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,410

営業損失 △297

Ⅳ　営業外収益 84

Ⅴ　営業外費用 86

経常損失 △300

Ⅵ　特別利益 220

Ⅶ　特別損失 232

税金等調整前四半期純損失 △312

税金費用 △26

四半期純損失 △286

－ 2 －



（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（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損失 △312

売上債権の減少額 4,494

未成工事支出金等の増加額　 △9,577

仕入債務の減少額　 △707

未成工事受入金等の増加額 4,900

その他　 △80

小計 △1,283

法人税等の支払額　 △104

その他　 △43

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,431

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　 △222

有形固定資産の売却による収入 288

投資有価証券の取得による支出　 △56

投資有価証券の売却による収入　 39

その他　 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー 9

Ⅲ　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 1,300

長期借入金による収入　 1,200

長期借入金の返済による支出　 △1,078

配当金の支払額　 △136

その他　 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,281

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △139

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,713

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 4,573

－ 3 －



６．その他の情報

 

（１）連結受注実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　　　　　　　期別 当第３四半期連結累計期間 前連結会計年度

　項目
（自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日）　

（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）　

　建設事業 31,421,259 49,461,337

　不動産事業 784,460 1,000,025

　その他の事業 2,342,800 2,957,409

　合計 34,548,521 53,418,772

 

（２）連結売上実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　　　　　　　　期別 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 前連結会計年度

　項目
（自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日）　

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日）　

（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）　

　建設事業 18,028,658 23,588,878 36,078,786

　不動産事業 712,990 784,460 1,045,334

　その他の事業 1,989,149 2,247,216 2,854,193

　合計 20,730,799 26,620,555 39,978,314

（３）提出会社単独の建設事業受注高、売上高及び繰越高の状況　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前第３四半期累計期間

　（Ｈ19.4.1～Ｈ19.12.31）

当第３四半期累計期間　

　（Ｈ20.4.1～Ｈ20.12.31）　
　増減

官公庁 民間　 計(A)　
構成比

(%)
官公庁　 民間　 計(B)　

構成比

(%)

金額

(B-A)　

率

(%)　

受

注

高

土木　 12,693 4,560 17,253 54.3 7,684 5,862 13,547 45.3 △3,706 △21.5

建築　 1,930 12,591 14,522 45.7 2,894 13,496 16,391 54.7 1,868 12.9

計 14,624 17,152 31,776 100.0 10,578 19,359 29,938 100.0 △1,837 △5.8

構成比(%) 46.0 54.0 100.0 35.3 64.7 100.0

売

上

高

土木　 5,318 2,769 8,087 46.6 6,899 3,130 10,029 43.4 1,942 24.0

建築　 628 8,623 9,251 53.4 1,584 11,488 13,072 56.6 3,821 41.3

計 5,946 11,392 17,339 100.0 8,483 14,618 23,102 100.0 5,763 33.2

構成比(%) 34.3 65.7 100.0 36.7 63.3 100.0

繰

越

高

土木　 15,127 2,918 18,045 52.5 15,746 4,143 19,890 52.8 1,844 10.2

建築　 1,821 14,531 16,352 47.5 2,929 14,869 17,798 47.2 1,446 8.8

計　 16,948 17,450 34,398 100.0 18,675 19,013 37,689 100.0 3,290 9.6

構成比(%) 49.3 50.7 100.0 49.5 50.5 100.0

 

－ 4 －
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