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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 7,039 ― 0 ― 53 ― 8 ―
20年3月期第3四半期 7,388 3.6 197 △34.0 242 △28.1 112 △35.5

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 1.16 ―
20年3月期第3四半期 15.27 ―

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 9,388 3,462 36.9 471.60
20年3月期 10,358 3,555 34.3 484.26

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,462百万円 20年3月期  3,555百万円

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 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 7.00

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 12,740 3.9 60 △79.9 110 △69.1 50 △65.6 6.81

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 
(業績予想の適切な利用に関する説明) 
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、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。 
(その他特記事項) 
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。  

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  7,500,000株 20年3月期  7,500,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  158,493株 20年3月期  157,799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  7,341,578株 20年3月期第3四半期  7,342,509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３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国の金融危機と経済減速が各国に波及し世界同時不況の懸

念が強まるなかで、外需の大幅な落込みと内需の停滞、円高・株安などの進展に伴い企業業績が大幅に悪化すると

ともに、設備投資の削減や生産・雇用の調整が加速し、それに伴い個人消費も冷え込むなど、景気後退が一段と鮮

明になってまいりました。 

 当建設業界におきましても、公共投資の長期的な縮小に伴い過当競争が続くなかで、住宅・不動産業界の低迷に

加え企業の設備投資削減の動きが広がるなど、また、運輸業界におきましても、景気後退による荷動きの鈍化が顕

著になるなど、かつてない厳しい経営環境となってまいりました。 

 このような状況の下で、当企業グループは、受注の確保に全社を挙げて取り組んでまいりました結果、当第３四

半期連結累計期間の建設事業の受注高は、前年同期比5.9％増の78億87百万円で、通期受注計画100億円に対する進

捗率は78.9％となり、現在までは、概ね、順調に進捗いたしております。ただし、受注済、あるいは受注見込みの

工事が突然凍結・延期になるなど、景気悪化を反映して月を追うごとに受注環境は厳しさを増しております。 

 一方、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては70億39百万円で、通期計画127億40百万円に対する進捗

率は55.3％にとどまりましたものの、当建設業界では売上高が第４四半期に偏る傾向があり、手持工事高を勘案す

ると、概ね、計画の範囲内で進捗いたしております。 

 次に、当第３四半期連結累計期間の利益につきましては、資材価格の高騰局面における早期発注の促進や、施工

方法の見直し等工事原価の低減に努めてまいりましたが、売上高の通期計画に対する進捗率が55.3％にとどまりま

した結果、営業利益は０百万円で通期計画60百万円に対する進捗率は0.8％、経常利益は53百万円で通期計画１億10

百万円に対する進捗率は48.7％と低調な業績となっておりますが、売上高が通期売上計画をほぼ達成可能な点を勘

案すると、営業利益及び経常利益につきましても、概ね、期初計画どおりに進捗いたしております。 

 なお、四半期純利益につきましては、株価下落に伴い投資有価証券評価損27百万円を計上しました結果、８百万

円となり通期計画50百万円に対する進捗率は17.0％となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ９億69百万円減少いたしました。そ

の主な要因と内訳は、手持工事高の増加に伴い未成工事支出金が５億４百万円増加し、現金預金も２億53百万円

増加する一方で、受取債権の回収進展に伴い受取手形・完成工事未収入金等が16億54百万円減少いたしました。

 また、負債は、８億76百万円減少し、純資産は、93百万円減少いたしました。負債減少の主な要因と内訳は、

手持工事高の増加に伴い未成工事受入金が78百万円増加する一方で、支払債務の支払進展に伴い支払手形・工事

未払金等が９億42百万円減少いたしました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下 「資金」 という。）は36億17百万円とな

り、前連結会計年度末より２億47百万円増加いたしました。 

  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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、４億15百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、仕入債務

の減少９億42百万円、未成工事支出金等の増加５億４百万円等、資金の減少が発生する一方、税金等調整前四

半期純利益25百万円、減価償却費31百万円、法人税等の還付・支払差額59百万円等に加え、売上債権の減少16

億54百万円、未成工事受入金の増加78百万円等、資金の増加が発生したためであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億16百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、有形固定

資産の取得による支出98百万円、投資有価証券の取得による支出11百万円等、資金の減少が発生したためであ

ります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、配当金の支払

額51百万円等、資金の減少が発生したためであります。 

 
売上高 営業利益又は 

営業損失（△） 

・建設事業 68億63百万円 △０百万円 

・運輸事業 １億75百万円 ０百万円 



３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当第３四半期連結累計期間の売上高の通期計画に対する進捗率は55.3％にとどまりましたものの、概ね、計画の

範囲内で進捗いたしており、また、営業利益及び経常利益につきましても、概ね、計画どおりに進捗いたしており

ます。 

 今後とも、景気後退による受注面の影響や株価下落などの不確定要素が多いものの、平成20年５月８日に公表い

たしました通期の連結業績予想につきましては、現状では据え置きのままとさせて頂きます。 

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 

①簡便な会計処理 

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 

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、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法を採用しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

（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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

たな卸資産については、従来、個別法又は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、個別法又は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。 



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 3,633,214 3,379,353

受取手形・完成工事未収入金等 901,312 2,555,923

未成工事支出金 3,409,149 2,904,482

不動産事業支出金 934 934

材料貯蔵品 2,808 3,351

繰延税金資産 38,072 41,380

その他 64,298 120,625

貸倒引当金 △36,260 △36,260

流動資産合計 8,013,531 8,969,793

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 428,850 419,965

機械、運搬具及び工具器具備品 221,740 183,015

土地 716,707 670,398

減価償却累計額 △474,553 △445,124

有形固定資産計 892,745 828,255

無形固定資産 9,097 11,107

投資その他の資産   

投資有価証券 282,121 382,959

会員権 69,700 95,250

繰延税金資産 123,144 97,622

その他 42,051 41,501

貸倒引当金 △43,850 △68,300

投資その他の資産計 473,167 549,033

固定資産合計 1,375,010 1,388,396

資産合計 9,388,542 10,358,190



（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 2,848,488 3,790,569

未払法人税等 114 15,008

未成工事受入金 2,671,794 2,593,087

完成工事補償引当金 10,000 9,000

工事損失引当金 － 7,700

賞与引当金 16,100 38,600

その他 73,647 50,111

流動負債合計 5,620,145 6,504,076

固定負債   

退職給付引当金 183,082 177,019

役員退職慰労引当金 86,695 85,201

長期預り保証金 36,379 36,339

固定負債合計 306,156 298,560

負債合計 5,926,302 6,802,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,285,756 2,328,663

自己株式 △46,217 △46,040

株主資本合計 3,435,163 3,478,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,076 77,305

評価・換算差額等合計 27,076 77,305

純資産合計 3,462,240 3,555,553

負債純資産合計 9,388,542 10,358,190



（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 7,039,121

売上原価 6,685,091

売上総利益 354,030

販売費及び一般管理費 353,534

営業利益 496

営業外収益  

受取利息 7,608

受取配当金 8,323

受取賃貸料 38,845

その他 9,383

営業外収益合計 64,161

営業外費用  

賃貸費用 11,066

営業外費用合計 11,066

経常利益 53,591

特別損失  

投資有価証券評価損 27,291

会員権評価損 300

貸倒引当金繰入額 450

特別損失合計 28,041

税金等調整前四半期純利益 25,549

法人税、住民税及び事業税 4,822

法人税等調整額 12,239

法人税等合計 17,061

四半期純利益 8,487



（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 1,496,738

売上原価 1,425,415

売上総利益 71,322

販売費及び一般管理費 112,172

営業損失（△） △40,849

営業外収益  

受取利息 3,567

受取配当金 2,968

受取賃貸料 12,968

その他 3,255

営業外収益合計 22,760

営業外費用  

賃貸費用 3,338

営業外費用合計 3,338

経常損失（△） △21,428

特別利益  

投資有価証券評価損戻入額 25,737

特別利益合計 25,737

特別損失  

投資有価証券評価損 27,291

特別損失合計 27,291

税金等調整前四半期純損失（△） △22,981

法人税、住民税及び事業税 △59,159

法人税等調整額 40,285

法人税等合計 △18,874

四半期純損失（△） △4,107



（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 25,549

減価償却費 31,461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,450

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,062

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,493

受取利息及び受取配当金 △15,932

売上債権の増減額（△は増加） 1,654,611

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △504,124

仕入債務の増減額（△は減少） △942,080

未成工事受入金の増減額（△は減少） 78,707

その他 57,559

小計 339,659

利息及び配当金の受取額 16,173

法人税等の支払額 △35,411

法人税等の還付額 95,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,758

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △200,200

有価証券の償還による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △98,901

投資有価証券の取得による支出 △11,135

その他 △6,202

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,439

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △51,280

自己株式の取得による支出 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 247,861

現金及び現金同等物の期首残高 3,369,353

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,617,214



（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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20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） 

 （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 

内部管理上採用している区分によっております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築・土木その他建設工事全般に関する事業及び不動産に関する事業 

運輸事業：貨物の運送に関する事業 

２．会計処理基準等の変更 

当企業グループは、第１四半期連結会計期間から「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。これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益に与え

る影響はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 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）及び当第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在外支店がないため、記載しておりません。 

〔海外売上高〕 

 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）及び当第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、記載しておりません。 

（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。 

 
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（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 1,443,734 53,004 1,496,738 － 1,496,738 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 1,443,734 53,004 1,496,738 － 1,496,738 

営業損失（△） △35,603 △5,246 △40,849 － △40,849 

 
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（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 6,863,259 175,862 7,039,121 － 7,039,121 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 6,863,259 175,862 7,039,121 － 7,039,121 

営業利益又は営業損失（△） △97 593 496 － 496 



「参考資料」 

（１）前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

科目 

前年同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） 

金 額 

Ⅰ 売上高 7,388,840 

完成工事高 7,200,603 

運輸事業売上高 188,236 

    

Ⅱ 売上原価 6,829,958 

完成工事原価  6,690,918 

運輸事業売上原価  139,040 

    

売上総利益 558,881 

完成工事総利益  509,685 

運輸事業総利益  49,196 

    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 360,949 

営業利益 197,932 

    

Ⅳ 営業外収益 56,000 

受取利息  3,974 

受取配当金  7,337 

受取賃貸料  39,148 

その他  5,540 

    

Ⅴ 営業外費用 11,362 

賃貸費用  11,362 

    

経常利益  242,570 

    

Ⅵ 特別損失 32,898 

販売用土地評価損 21,728 

固定資産除却損 5,783 

投資有価証券評価損 5,200 

投資有価証券売却損  186 

    

税金等調整前四半期純利益 209,671 

税金費用 97,536 

四半期純利益 112,135 



（２）生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                   （単位：千円、％） 

② 売上高                                   （単位：千円、％） 

③ 次期繰越高                                 （単位：千円、％） 

項 目  

前年同四半期累計期間 

（平成20年３月期 

    第３四半期） 

当第３四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第３四半期）

増 減 
（参考） 

平成20年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁 1,491 0.0 318 0.0 △1,173 △78.7 4,709 0.1 

 民  間 6,047,592 81.2 6,148,179 77.9 100,586 1.7 9,859,297 85.7 

   計 6,049,084 81.2 6,148,497 77.9 99,413 1.6 9,864,007 85.8 

 土 

 木 

 官公庁 150,513 2.0 969,923 12.3 819,409 544.4 212,610 1.8 

 民  間 1,247,578 16.8 769,420 9.8 △478,157 △38.3 1,424,957 12.4 

   計 1,398,091 18.8 1,739,343 22.1 341,251 24.4 1,637,568 14.2 

 計 

 官公庁 152,005 2.0 970,241 12.3 818,235 538.3 217,320 1.9 

 民  間 7,295,170 98.0 6,917,600 87.7 △377,570 △5.2 11,284,254 98.1 

   計 7,447,176 100.0 7,887,841 100.0 440,665 5.9 11,501,575 100.0 

項 目  

前年同四半期累計期間 

（平成20年３月期 

    第３四半期） 

当第３四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第３四半期）

増 減 
（参考） 

平成20年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁 1,466 0.0 4,208 0.0 2,742 187.0 645,219 5.3 

 民  間 5,849,427 79.2 5,802,216 82.5 △47,211 △0.8 8,965,586 73.1 

   計 5,850,894 79.2 5,806,424 82.5 △44,469 △0.8 9,610,806 78.4 

 土 

 木 

 官公庁 163,516 2.2 54,823 0.8 △108,693 △66.5 270,412 2.2 

 民  間 1,186,193 16.1 1,002,012 14.2 △184,181 △15.5 2,129,567 17.4 

   計 1,349,709 18.3 1,056,835 15.0 △292,874 △21.7 2,399,980 19.6 

 計 

 官公庁 164,982 2.2 59,031 0.8 △105,951 △64.2 915,632 7.5 

 民  間 7,035,620 95.3 6,804,228 96.7 △231,392 △3.3 11,095,153 90.5 

   計 7,200,603 97.5 6,863,259 97.5 △337,343 △4.7 12,010,786 98.0 

 運輸事業 188,236 2.5 175,862 2.5 △12,374 △6.6 248,616 2.0 

 合  計 7,388,840 100.0 7,039,121 100.0 △349,718 △4.7 12,259,403 100.0 

項 目  

前年同四半期累計期間 

（平成20年３月期 

   第３四半期） 

当第３四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第３四半期）

増 減 
（参考） 

平成20年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁 644,425 6.9 － － △644,425 △100.0 3,890 0.0 

 民  間 6,429,999 68.8 7,471,508 77.7 1,041,509 16.2 7,125,545 83.0 

   計 7,074,425 75.7 7,471,508 77.7 397,083 5.6 7,129,435 83.0 

 土 

 木 

 官公庁 99,700 1.1 970,000 10.1 870,300 872.9 54,900 0.7 

 民  間 2,167,136 23.2 1,168,550 12.2 △998,585 △46.1 1,401,141 16.3 

   計 2,266,836 24.3 2,138,550 22.3 △128,285 △5.7 1,456,041 17.0 

 計 

 官公庁 744,125 8.0 970,000 10.1 225,874 30.4 58,790 0.7 

 民  間 8,597,135 92.0 8,640,059 89.9 42,923 0.5 8,526,686 99.3 

   計 9,341,261 100.0 9,610,059 100.0 268,797 2.9 8,585,476 100.0 




