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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 19,663 ― 441 ― 657 ― 119 ―

20年3月期第3四半期 20,661 ― 255 ― 368 ― 173 ―

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 5.04 ―

20年3月期第3四半期 7.24 ―

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3四半期 30,475 15,725 51.6 669.29
20年3月期 29,296 15,933 54.4 666.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,725百万円 20年3月期  15,933百万円

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  有  
 

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 ― 3.00 ― 4.50 7.50
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.50

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 32,000 △2.6 800 23.1 1,000 26.1 50 △86.5 2.11

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]  

(2) 四半期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。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  24,969,993株 20年3月期  24,969,993株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,474,861株 20年3月期  1,080,418株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  23,733,398株 20年3月期第3四半期  ―株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月31日に発表いたしました通期の業績予想は、本資料において修正しております。 
２．業績予想につきましては、当社が現在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。なお、2ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」に記載のとおり、本日別途開示の「業績予想の修正および配当予想の修
正に関するお知らせ」をご覧ください。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

(資産、負債、純資産の状況)

３．業績予想に関する定性的情報

なお、業績予想につきましては、本日別途開示の「業績予想の修正および配当予想の修正に関するお
知らせ」をご覧ください。

当第３四半期累計期間における我が国の経済は、海外経済の減速と円高基調による輸出の大幅な減
少、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷により、急激に悪化しております。

当建設業界においては、従前から続く公共投資の縮小、業況感の悪化からくる企業の設備投資意欲の
減衰など、受注環境はなお一層厳しい状況で終始いたしました。

このような状況のもとで、当社は全社を挙げて営業活動を展開し、受注の確保に努めてまいりました
結果、受注高は274億73百万円、売上高は196億63百万円となりました。

また、利益面におきましては、売上高の減少及び受注先の破綻による影響があったものの、採算性重
視の受注活動及び全般にわたるコスト削減に努めた結果、経常利益は6億57百万円、四半期純利益は1億
19百万円となりました。

今後の見通しといたしましては、原油価格などの下落で企業収益改善に一定の効果が期待されるもの
の、海外経済の減速に伴う株安・円高の進行や世界的な景気後退の長期化懸念があるなど、当社の業績
に直結する民間設備投資の抑制は加速化すると予測され、当社を取り巻く事業環境は一段と厳しい状況
になるものと想定しております。

流動資産は、完成工事未収入金が減少したものの、未成工事支出金が増加したことなどにより、前事
業年度末と比べ17億1百万円増加し、181億94百万円となりました。

固定資産は、主に投資有価証券、有形固定資産が減少したことなどにより、前事業年度末と比べ5億23
百万円減少し、122億80百万円となりました。
　これにより、資産合計は、前事業年度末と比べ11億78百万円増加し、304億75百万円となりました。

負債は、工事未払金の減少や諸税の納付があったものの、未成工事受入金が増加したことなどによ
り、前事業年度末と比べ13億87百万円増加し、147億50百万円となりました。

純資産は、主に配当金の支出、自己株式の取得などにより、前事業年度末と比べ2億8百万円減少し、
157億25百万円となりました。

このような事業環境の下、当社は『低価格でも適正な利益を生み出せる会社』へと変革を図り、『お
客さまに選択される会社』を目指して、全社一丸となって取り組んでまいる所存であります。
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４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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 当事業年度より「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
半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

材料貯蔵品については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間
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、総平均法による原価法（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ありません。

③ リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、
平成19年3月30日改正））が平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用す
ることができることになったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通
常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係
るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価
償却費の額を期間按分して算定しております。

固定資産の減価償却費の算定方法
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,155 5,596

受取手形・完成工事未収入金 4,367 7,075

有価証券 549 299

未成工事支出金 6,533 2,942

材料貯蔵品 216 186

その他 522 476

貸倒引当金 △150 △84

流動資産合計 18,194 16,492

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,323 3,496

土地 5,167 5,159

その他（純額） 750 640

有形固定資産合計 9,241 9,296

無形固定資産 89 99

投資その他の資産   

投資有価証券 1,635 2,136

その他 1,575 1,409

貸倒引当金 △261 △137

投資その他の資産合計 2,949 3,407

固定資産合計 12,280 12,803

資産合計 30,475 29,296

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 7,160 7,308

未払法人税等 0 335

未成工事受入金 3,872 2,120

その他 979 973

流動負債合計 12,013 10,738

固定負債   

退職給付引当金 2,701 2,595

役員退職慰労引当金 32 25

その他 3 3

固定負債合計 2,736 2,623

負債合計 14,750 13,362
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,328 3,328

資本剰余金 2,803 2,803

利益剰余金 10,172 10,245

自己株式 △652 △533

株主資本合計 15,652 15,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72 88

評価・換算差額等合計 72 88

純資産合計 15,725 15,933

負債純資産合計 30,475 29,296
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

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

売上高 19,663

売上原価 17,017

売上総利益 2,646

販売費及び一般管理費 2,204

営業利益 441

営業外収益  

受取配当金 67

受取手数料 58

保険配当金 21

その他 70

営業外収益合計 217

営業外費用 1

経常利益 657

特別利益  

前期損益修正益 11

固定資産売却益 58

特別利益合計 70

特別損失  

投資有価証券評価損 237

減損損失 105

その他 8

特別損失合計 351

税引前四半期純利益 376

法人税、住民税及び事業税 190

法人税等調整額 66

法人税等合計 256

四半期純利益 119
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　(3) 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

　(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

(要約)四半期損益計算書

(単位：百万円)

Ⅰ売上高

Ⅱ売上原価

売上総利益

Ⅲ販売費及び一般管理費

営業利益

Ⅳ営業外収益

Ⅴ営業外費用

経常利益

Ⅵ特別利益

Ⅶ特別損失

税金費用

四半期純利益

当事業年度より「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、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

20,661

科　　目

当社は平成20年5月8日及び平成20年10月31日開催の取締役会で決議した会社法第165条第3項の規定によ
り読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得及び単元未満株式の取得などによ
り、自己株式は当第３四半期累計期間において118百万円増加し、当第３四半期会計期間末において652百
万円となっております。

税引前四半期純利益

18,211

金　額

2,195

361

115

2

173

前年同四半期

平成20年3月期

第3四半期

187

368

16

23

255

2,450
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６．受注高・売上高・次期繰越高

(1)受注高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

14,559 58.8 17,167 62.5 2,608 17.9
6,143 24.8 6,487 23.6 343 5.6
4,074 16.4 3,817 13.9 △ 257 △ 6.3

24,778 100.0 27,473 100.0 2,695 10.9

(2)売上高

金額 構成比
(百万円) (％)

10,060 51.1
5,997 30.5
3,100 15.8

19,157 97.4
505 2.6

19,663 100.0

(3)次期繰越高

金額 構成比
(百万円) (％)

15,683 73.6
2,057 9.6
3,592 16.8

21,332 100.0

(4)得意先別受注高・完成工事高
当第3四半期累計期間(自 平成20年 4月 1日　至 平成20年12月31日)

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

10,590 38.5 8,185 42.7
16,882 61.5 10,972 57.3
27,473 100.0 19,157 100.0

受注高 完成工事高

(自 平成20年 4月 1日

(平成20年12月31日)

(自 平成20年 4月 1日

　至 平成19年12月31日) 　至 平成20年12月31日)

当第3四半期会計期間末

兼 業 事 業
合 計

計

　至 平成20年12月31日)

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

計

屋内線・空調管工事

増減
前第3四半期累計期間
(自 平成19年 4月 1日

当第3四半期累計期間

当第3四半期累計期間

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計

計

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事
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