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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 55,099 ― 3,316 ― 3,053 ― 1,283 ―

20年3月期第3四半期 51,359 △5.5 1,968 39.1 1,684 △4.0 813 △37.4

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 29.50 ―

20年3月期第3四半期 18.29 ―

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 120,883 24,133 19.9 553.79
20年3月期 90,220 24,092 26.6 544.83

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,051百万円 20年3月期  24,013百万円

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 ― 5.50 ― 7.50 13.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 14.00

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 104,000 33.6 6,000 48.2 5,500 48.0 2,600 15.6 59.74

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  無  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）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、発表日現在において入手可能な情報に基づいて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場合があります。 
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。なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平
成20年６月30日）から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５
号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

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  44,607,457株 20年3月期  44,607,457株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,175,919株 20年3月期  531,537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  43,520,144株 20年3月期第3四半期  44,459,599株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、国際的な金融危機に伴う世界経済の減速や

円高の影響により企業業績は大幅に悪化し、雇用環境にも深刻な影響が及ぶなど景気後退の長期化

が懸念される情勢となりました。 

 建設業界におきましても、景気後退による民間設備投資の減少や不動産市況の悪化の影響など、

市場全体として厳しさを増す状況となりました。 

 このような状況の中、当社グループは政策や景気動向等に左右されることのない強固な経営基盤

を築くべく差別化戦略、すなわち「お客様の持つ理念の実現に建設の専門家として貢献すること」

を徹底的に遂行し、事業展開を図ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

※前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

 なお当社グループは、差別化戦略を地域特性や市場ニーズに応じ柔軟かつ迅速に進めるため、平

成21年２月１日付にて地域別のカンパニー制度を導入しております。  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、現金預金の増加等により、前連結会計年度末に

比べ30,662百万円増加の 百万円となりました。 

 負債の残高は、借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ30,621百万円増加の 百万

円となりました。 

 純資産の残高は、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に

比べ40百万円増加の 百万円となりました。 

  
（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は22,618百

万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は4,402百万円となりました。これは、主に工事の進捗に伴う売上債

権の増加と未成工事支出金を主な要因とするたな卸資産の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は180百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により得られた資金は18,296百万円となりました。これは、主に工事の進捗に伴う運転

資金需要の増加に対応するため、短期借入金を中心に資金調達を行ったことによるものでありま

す。 

  

平成20年５月13日に公表いたしました業績予想につきましては、特に変更はございません。 

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 

売上高 55,099百万円 （前年同四半期比 7.3%増） 

売上総利益 9,575百万円 （前年同四半期比 23.9%増） 

営業利益 3,316百万円 （前年同四半期比 68.5%増） 

経常利益 3,053百万円 （前年同四半期比 81.3%増） 

四半期純利益 1,283百万円 （前年同四半期比 57.9%増） 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

120,883

96,749

24,133

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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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。 

なお、下記連結の範囲の異動がありましたが、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

７項に規定する特定子会社には該当いたしません。  

新規１社 (株)ピタリフォーム 

第１四半期連結会計期間において、当社グループは、耐震事業の一環として、木質系戸建住

宅を対象とした耐震補強サービスの専門会社（㈱ピタリフォーム、当社100％出資子会社）を設

立いたしました。これに伴い、当社の関係会社は、子会社が１社増加しております。 

これは、東海・東南海地震や首都圏直下型地震などの大地震に備えた既存建物の耐震化が国

の緊急課題となっているなか、当社地震工学技術研究所の研究成果である耐震技術を背景にし

たコンサルティング、調査、診断、設計、施工など一連の耐震補強サービスを特に耐震化の遅

れている木質系戸建住宅に広く提供することで、当社グループが推進する耐震事業の目的であ

る「地震に対する高度かつ高品質の安全」をより幅広く実現しようとするものであります。 

この結果、平成20年12月31日現在では、当社グループは、当社及び子会社８社の計９社によ

り構成されております。 

  

事業の系統図は以下のとおりであります。 
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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 

（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 

（会計処理方法の変更） 

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）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。なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成

20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半

期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

２.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税金等調整前四半期純利益が、564百万円減少しております。な

お、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 平成20年度の法人税法改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づ

く耐用年数に変更しております。なお、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。また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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 23,034 9,220

受取手形・完成工事未収入金等 24,783 20,129

未成工事支出金 14,823 4,444

販売用不動産 33,641 30,096

不動産信託受益権 － 3,200

商品及び製品 64 55

材料貯蔵品 599 225

繰延税金資産 1,195 995

その他 2,994 1,171

貸倒引当金 △28 △20

流動資産合計 101,106 69,519

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 12,168 12,090

機械、運搬具及び工具器具備品 2,155 2,091

土地 9,417 9,424

減価償却累計額 △9,403 △9,069

有形固定資産計 14,337 14,537

無形固定資産 203 202

投資その他の資産   

投資有価証券 2,443 3,177

繰延税金資産 744 616

その他 2,558 2,618

貸倒引当金 △510 △451

投資その他の資産計 5,235 5,961

固定資産合計 19,776 20,701

資産合計 120,883 90,220
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（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 24,974 18,218

短期借入金 42,304 25,433

未払法人税等 346 1,308

未成工事受入金 6,965 1,208

完成工事補償引当金 111 93

工事損失引当金 19 28

役員賞与引当金 54 82

その他 2,495 2,732

流動負債合計 77,270 49,105

固定負債   

社債 2,200 2,200

長期借入金 10,429 8,026

退職給付引当金 1,948 1,943

役員退職慰労引当金 440 431

再評価に係る繰延税金負債 64 64

長期預り金 4,312 4,270

その他 83 87

固定負債合計 19,478 17,022

負債合計 96,749 66,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 16,658 16,009

自己株式 △560 △218

株主資本合計 30,150 29,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 294 562

土地再評価差額金 △6,393 △6,393

評価・換算差額等合計 △6,098 △5,830

少数株主持分 82 79

純資産合計 24,133 24,092

負債純資産合計 120,883 90,220
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（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 48,021

兼業事業売上高 7,077

売上高合計 55,099

売上原価  

完成工事原価 40,382

兼業事業売上原価 5,141

売上原価合計 45,524

売上総利益  

完成工事総利益 7,638

兼業事業総利益 1,936

売上総利益合計 9,575

販売費及び一般管理費 6,258

営業利益 3,316

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 180

その他 71

営業外収益合計 271

営業外費用  

支払利息 493

その他 40

営業外費用合計 533

経常利益 3,053

特別利益  

貸倒引当金戻入額 24

その他 5

特別利益合計 30

特別損失  

販売用不動産評価損 564

その他 304

特別損失合計 869

税金等調整前四半期純利益 2,214

法人税、住民税及び事業税 1,075

法人税等調整額 △147

法人税等合計 927

少数株主利益 2

四半期純利益 1,283
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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 2,214

減価償却費 361

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66

受取利息及び受取配当金 △200

支払利息 493

販売用不動産評価損 564

売上債権の増減額（△は増加） △4,654

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,670

仕入債務の増減額（△は減少） 6,755

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,757

その他 △1,803

小計 △2,114

利息及び配当金の受取額 219

利息の支払額 △499

法人税等の支払額 △2,007

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,402

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 △223

投資有価証券の償還による収入 150

その他 △106

投資活動によるキャッシュ・フロー △180

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 26,850

短期借入金の返済による支出 △11,842

長期借入れによる収入 10,100

長期借入金の返済による支出 △5,834

自己株式の取得による支出 △343

配当金の支払額 △634

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,713

現金及び現金同等物の期首残高 8,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,618
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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。なお、第１四半

期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。  

  

  

該当事項はありません。 

  

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） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1）事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：土木、建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸等に関する事業並びにゴルフ場経営に関する事業他 

  

２．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 ４．その他「（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」２．に

記載のとおり、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）を適用しております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響はありません。

  

３．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「追加情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変

更しております。なお、この変更がセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

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） 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載をしておりません。 

  

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） 

 海外売上高がないため、記載をしておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
建設事業 

（百万円） 

不動産事業等

（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 
48,021 7,077 55,099 － 55,099

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
7,116 1,347 8,464 (8,464) －

計 55,138 8,425 63,563 (8,464) 55,099

 営業利益 3,152 521 3,674 (357) 3,316

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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 

該当事項はありません。 
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「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19年４月１日～12月31日） 

                           （単位：百万円） 

科目 

前年同四半期 
 (平成20年３月期第３四半期) 

金額 
百分比
（％） 

売上高 51,359  100.0

完成工事高  45,786      

兼業事業売上高  5,572      

売上原価    43,632       85.0

完成工事原価       39,315      

兼業事業売上原価      4,316      

売上総利益    7,726       15.0

完成工事総利益       6,471      

兼業事業総利益       1,255      

販売費及び一般管理費       5,758       11.2

営業利益       1,968       3.8

営業外収益        134   0.3 

営業外費用       417 0.8 

経常利益       1,684       3.3

特別利益      55 0.1 

特別損失       210 0.4 

税金等調整前四半期純利益       1,529       3.0

法人税、住民税及び事業税       927      

法人税等調整額       △216      

少数株主利益      5      

四半期純利益       813       1.6
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「参考」 
（１）アクルーアル・ベース連結損益計算書 

100％工事進行基準（アクルーアル・ベース）を適用した場合の連結損益計算書は次の通りです。 

  

（単位：百万円） 

(注)このアクルーアル・ベース連結損益計算書は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  なお、前第３四半期連結累計期間については、当期の会計基準に準じて表示しております。  

  

  
科目 

  

 前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日）  

 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）  

  
 比較増減 

  

 金額 
百分比 

（％）
 金額 

百分比

（％） 
 金額 

増減率

（％）

売上高  53,921 100.0  64,130 100.0  10,208 18.9 

完成工事高  48,349        57,052    8,703  

兼業事業売上高  5,572        7,077    1,505  

売上原価  45,644  84.6  53,495 83.4  7,850 17.2 

完成工事原価  41,327        48,353    7,025  

兼業事業売上原価  4,316        5,141    824  

売上総利益  8,277  15.4  10,635 16.6  2,358 28.5 

完成工事総利益  7,021        8,698    1,677  

兼業事業総利益  1,255        1,936    680  

販売費及び一般管理費  5,758  10.7  6,258 9.8  499 8.7 

営業利益  2,518  4.7  4,376 6.8  1,858 73.8 

営業外収益  134  0.3  271 0.4  136 101.4 

営業外費用  417  0.8  533 0.8  115 27.7 

経常利益  2,235  4.2  4,114 6.4  1,878 84.1 

特別利益  55  0.1  30 0.1  △24 △44.5 

特別損失  210  0.4  869 1.4  659 313.1 

税金等調整前四半期 

純利益 
 2,079  3.9  3,274 5.1  1,195 57.5 

法人税、住民税及び 

事業税 
 1,179        1,478    298 25.3 

法人税等調整額等  △245        △120    125 － 

少数株主利益  5        2    △2 △43.1 

四半期純利益  1,140  2.1  1,914 3.0  773 67.8 
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 １.受注高                                                               （単位：百万円） 

２.完工高                                                                （単位：百万円） 

３.次期繰越高                                                                   （単位：百万円） 

  

（２）受注及び販売の状況（連結） 

  

 区分 

   

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日）

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）

 比較増減 

  
 土木 

 官庁  3,359  1,356  △2,002 △59.6 

   民間  10,997  12,320  1,323 12.0 

   計  14,356  13,677  △679 △4.7 

 建設 

 事業 

  

 建築 
 官庁  348  0  △347 △99.7 

 民間  36,794  37,761  966 2.6 

 計  37,142  37,762  619 1.7 

     官庁  3,707  1,357  △2,350 △63.4 

     民間  47,791  50,082  2,290 4.8 

   合計  51,499  51,439  △59 △0.1 

  

 区分 

   

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日）

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）

 比較増減 

  
 土木 

 官庁  4,195  1,993  △2,201 △52.5 

   民間  7,176  8,744  1,567 21.8 

   計  11,371  10,737  △634 △5.6 

 建設 

 事業 

  

 建築 
 官庁  587  0  △586 △99.8 

 民間  33,828  37,283  3,454 10.2 

 計  34,415  37,283  2,868 8.3 

     官庁  4,782  1,994  △2,787 △58.3 

     民間  41,004  46,027  5,022 12.2 

   合計  45,786  48,021  2,234 4.9 

不動産事業等  5,572  7,077  1,505 27.0 

合計  51,359  55,099  3,740  7.3 

  

 区分 

  

前四半期連結会計期間末 

（平成19年12月31日） 

当四半期連結会計期間末 

（平成20年12月31日） 
 比較増減 

  
 土木 

 官庁  3,992  1,348  △2,644 △66.2 

   民間  10,560  11,738  1,177 11.2 

   計  14,553  13,087  △1,466 △10.1 

 建設 

 事業 

  

 建築 
 官庁  19 －  △19 △100.0 

 民間  40,537  41,176  639 1.6 

 計  40,556  41,176  620 1.5 

     官庁  4,011  1,348  △2,663 △66.4 

     民間  51,098  52,915  1,817 3.6 

   合計  55,109  54,263  △845 △1.5 
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