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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 4,475 △5.4 △22 ― △71 ― △135 ―

20年3月期第3四半期 4,731 △16.3 △31 ― △16 ― △709 ―

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 △20.20 ―

20年3月期第3四半期 △105.87 ―

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 5,962 3,383 56.7 504.68
20年3月期 6,008 3,607 60.0 538.07

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,383百万円 20年3月期  3,607百万円

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 ― 13.00 13.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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  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 6,200 △3.5 0 ― △45 ― △90 ― △13.42

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３ページ定性的情報・財務諸表 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．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としていま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ 定性的情報・財務諸表等 ３．連結業 
績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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  6,706,000株 20年3月期  6,706,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,113株 20年3月期  1,069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  6,704,906株 20年3月期第3四半期  6,705,146株







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 2,853,035 3,081,907

受取手形・完成工事未収入金等 27,432 202,029

未成工事支出金 639,740 351,569

販売用不動産 244,861 280,304

短期貸付金  －

その他 137,157 212,092

貸倒引当金 △2,881 △48,285

流動資産合計 3,899,346 4,079,618

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 748,316 792,439

土地 863,638 865,838

その他（純額） 50,594 63,709

有形固定資産計 1,662,548 1,721,986

無形固定資産 14,325 16,153

投資その他の資産   

その他 583,167 263,904

貸倒引当金 △196,477 △72,900

投資その他の資産計 386,689 191,003

固定資産合計 2,063,563 1,929,144

資産合計 5,962,909 6,008,762

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,022,305 1,021,858

短期借入金 517,324 429,324

未払法人税等 5,241 759

未成工事受入金 403,374 279,597

賞与引当金 25,730 51,200

完成工事補償引当金 53,000 54,000

その他 194,359 157,517

流動負債合計 2,221,335 1,994,257

固定負債   

長期借入金 59,683 119,899

退職給付引当金 103,166 91,843

役員退職慰労引当金 152,900 150,700

その他 41,973 44,358

固定負債合計 357,723 406,801

負債合計 2,579,058 2,401,058



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,350 547,350

資本剰余金 270,845 270,845

利益剰余金 2,568,939 2,791,525

自己株式 △495 △482

株主資本合計 3,386,639 3,609,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,788 △1,534

評価・換算差額等合計 △2,788 △1,534

純資産合計 3,383,850 3,607,703

負債純資産合計 5,962,909 6,008,762



（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 4,475,630

売上原価 3,673,597

売上総利益 802,033

販売費及び一般管理費 824,661

営業利益 △22,628

営業外収益  

受取利息 5,168

受取配当金 494

受取手数料 20,205

その他 20,087

営業外収益合計 45,956

営業外費用  

支払利息 8,989

貸倒引当金繰入額 79,774

その他 6,263

営業外費用合計 95,027

経常利益 △71,699

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 2,500

特別利益合計 2,500

特別損失  

固定資産除却損 188

減損損失 8,656

たな卸資産評価損 50,045

特別損失合計 58,889

税金等調整前四半期純損失（△） △128,089

法人税、住民税及び事業税 2,080

法人税等調整額 5,252

法人税等合計 7,333

四半期純損失（△） △135,422



（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 1,211,320

売上原価 1,006,480

売上総利益 204,840

販売費及び一般管理費 252,611

営業利益 △47,771

営業外収益  

受取利息 847

受取配当金 165

受取手数料 6,514

その他 9,948

営業外収益合計 17,476

営業外費用  

支払利息 2,504

貸倒引当金繰入額 79,774

その他 2,000

営業外費用合計 84,279

経常利益 △114,574

税金等調整前四半期純利益 △114,574

法人税、住民税及び事業税 △25,306

法人税等調整額 21,423

法人税等合計 △3,883

四半期純利益 △110,691



（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（△） △128,089

減価償却費 55,933

減損損失 8,656

固定資産除却損 188

貸倒引当金の増減額（△は減少） 78,172

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,470

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,322

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,200

受取利息及び受取配当金 △5,663

支払利息 8,989

売上債権の増減額（△は増加） 174,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △252,019

仕入債務の増減額（△は減少） 446

未成工事受入金の増減額（△は減少） 123,776

その他 46,544

小計 98,587

利息及び配当金の受取額 5,663

利息の支払額 △8,779

法人税等の支払額 △1,185

法人税等の還付額 72,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 166,516

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △175,000

定期預金の払戻による収入 136,000

有形固定資産の取得による支出 △3,585

その他の支出 △613

その他の収入 2,223

投資有価証券の取得による支出 △50,043

貸付けによる支出 △284,000

貸付金の回収による収入 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,995

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） 74,000

長期借入金の返済による支出 △46,216

配当金の支払額 △87,164

自己株式の取得による支出 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △267,871

現金及び現金同等物の期首残高 2,671,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,404,035
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