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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 81,766 0.6 884 △23.8 788 △43.2 411 △47.0

20年3月期第3四半期 81,130 0.1 1,159 10.7 1,387 10.6 776 △5.4

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 47.29 ―

20年3月期第3四半期 93.89 ―

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 44,800 9,050 20.2 1,040.47
20年3月期 42,739 9,344 21.9 1,074.23

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  9,050百万円 20年3月期  9,344百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

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 108,000 △1.1 1,180 △19.4 1,140 △35.2 600 △8.8 68.97

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）  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。  

(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、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。  

(4) 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 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 8,798,782株 20年3月期 8,798,782株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 100,515株 20年3月期 100,240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 8,698,415株 20年3月期第3四半期 8,698,542株
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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わが国経済は、金融不安による欧米景気の低迷長期化、円高による企業部門

の悪化など、景気の急激な悪化の中で推移しました。わが国の建設業界においても、設備投資の低迷等により、市

場規模は前年比マイナスであり、引き続き先行きの見通しが厳しい中で推移すると考えております。  

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定） 

 
 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、一層のシェアアップと新規開拓を目指

し、後述の基本戦略の下、「３つのフルの追求」「みらい活動」「ＣＳＲ活動（品質向上活動）」を具体的に展開

し、取組んでまいりました。 

 その結果、連結ベースの売上高は81,766百万円（前年同期比＋0.6％）、売上総利益は7,617百万円（同

△3.1％）となりました。販売費及び一般管理費は6,733百万円（同＋0.5％）で営業利益は884百万円（△23.8％）

となりました。また、営業外損益を加えた経常利益は788百万円（同△43.2％）となりました。 

 その結果、四半期純利益は411百万円（同△47.0％）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期の総資産額は44,800百万円となり、前連結事業年度末と比較し2,061百万円増加しました。主な要

因は、受取手形及び売掛金と保険積立金の増加によるものです。 

 負債総額は、35,750百万円となり、前連結事業年度末と比較し2,355百万円増加しました。主な要因は、短期借

入金の増加によるものです。 

 なお、自己資本比率は20.2％となり、前連結事業年度末と比較し1.7ポイント減少しました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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

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） 

 東京ガスライフバル西むさし㈱は、第２四半期連結会計期間において当社が所有する株式の一部売却に伴い持

分比率が低下したため、連結子会社から持分法適用関連会社となっておりましたが、さらに当第３四半期連結会

計期間において、吸収分割（東京ガスライフバル西むさし㈱を吸収分割承継会社とする）及び第三者割当増資を

行ったことにより、当社の東京ガスライフバル西むさし㈱に対する持分比率が低下したため、持分法適用除外と

なっております。 

（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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

・民間住宅 －着工戸数ベース

内　　訳 ・民間非住宅 －延床面積ベース

・政府 －投資額ベース

建設投資（新設） 47.6     △2.1    
【住宅】
 　　   　4.5％

【非住宅】
　　　  △4.5％

【政府】
 　　 　△5.9％

民間住宅 17.0     △1.2    
【持家】
　　　  △0.3％

【貸家】
　　　 　 8.5％

【分譲】
　　　 　 3.3％

民間非住宅 8.8      2.0      
【工場】
　 　　   2.7％

【事務所】
　　　  △1.8％

【店舗】
 　　　△25.6％

政府 16.8     △5.9    
【建築】
　　　  △8.5％

【土木】
　　　  △5.6％

リフォーム（既築） 6.7      0.0      【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 54.3     △1.9    民間住宅 民間非住宅 政府

平成20年度見通し

対前期
増減率
（％）

名　目
投資額
（兆円）
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② 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関し、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計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。 

④ 減損の兆候把握 

 使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるよ

うな意思決定がなされた場合又は経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生した場合に減損の兆候があるもの

と判断しております。 

⑤ 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

況に著しい変化が認められないので、前連結会計年度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

グを利用する方法によっております。 

⑤ 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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

⑥ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、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、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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）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 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による低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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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１四半期連結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。 

 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、通常の賃貸借

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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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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   

現金及び預金 1,137 1,425

受取手形及び売掛金 21,824 18,125

商品 4,651 5,200

債権売却未収入金等 － 143

繰延税金資産 566 561

その他 912 1,736

貸倒引当金 △790 △1,027

流動資産合計 28,300 26,165

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,975 4,040

減価償却累計額 △1,803 △1,757

建物及び構築物（純額） 2,172 2,282

機械装置及び運搬具 126 126

減価償却累計額 △105 △101

機械装置及び運搬具（純額） 21 25

土地 6,624 6,824

建設仮勘定 131 －

その他 204 188

減価償却累計額 △141 △140

その他（純額） 62 47

有形固定資産合計 9,012 9,180

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 77 39

無形固定資産合計 78 39

投資その他の資産   

投資有価証券 3,512 4,023

長期貸付金 1,194 1,722

破産更生債権等 542 542

保険積立金 1,977 1,218

敷金及び保証金 545 536

その他 430 443

貸倒引当金 △793 △1,133

投資その他の資産合計 7,409 7,353

固定資産合計 16,499 16,573

資産合計 44,800 42,739
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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   

支払手形及び買掛金 23,206 23,609

短期借入金 4,200 －

1年内返済予定の長期借入金 1,491 596

1年内償還予定の社債 250 600

未払法人税等 141 60

預り金 122 73

賞与引当金 121 294

その他 914 1,682

流動負債合計 30,448 26,915

固定負債   

社債 － 100

長期借入金 2,943 3,680

繰延税金負債 456 771

再評価に係る繰延税金負債 528 528

退職給付引当金 468 465

役員退職慰労引当金 260 269

長期預り保証金 644 663

固定負債合計 5,301 6,479

負債合計 35,750 33,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 8,230 7,958

自己株式 △106 △106

株主資本合計 9,100 8,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △323 125

土地再評価差額金 272 389

評価・換算差額等合計 △50 514

純資産合計 9,050 9,344

負債純資産合計 44,800 42,739
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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 81,766

売上原価 74,149

売上総利益 7,617

販売費及び一般管理費 6,733

営業利益 884

営業外収益  

受取利息 147

受取配当金 33

仕入割引 407

受取地代家賃 225

その他 48

営業外収益合計 862

営業外費用  

支払利息 148

売上割引 224

持分法による投資損失 10

デリバティブ評価損 307

手形売却損 133

賃貸費用 68

その他 65

営業外費用合計 958

経常利益 788

特別利益  

持分変動利益 10

子会社株式売却益 71

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 84

特別損失  

減損損失 72

投資有価証券評価損 28

ゴルフ会員権評価損 10

損害賠償金 10

固定資産除却損 8

特別損失合計 131

税金等調整前四半期純利益 741

法人税等 330

四半期純利益 411
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 28,285

売上原価 25,679

売上総利益 2,605

販売費及び一般管理費 2,229

営業利益 376

営業外収益  

受取利息 50

受取配当金 11

仕入割引 132

受取地代家賃 78

その他 12

営業外収益合計 285

営業外費用  

支払利息 45

売上割引 75

デリバティブ評価損 293

手形売却損 44

賃貸費用 23

その他 26

営業外費用合計 508

経常利益 153

特別利益  

持分変動利益 3

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 5

特別損失  

投資有価証券評価損 28

ゴルフ会員権評価損 7

損害賠償金 10

固定資産除却損 8

特別損失合計 55

税金等調整前四半期純利益 103

法人税等 57

四半期純利益 45
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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 741

減価償却費 104

減損損失 72

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △172

受取利息及び受取配当金 △180

支払利息 148

手形売却損 133

子会社株式売却損益（△は益） △71

デリバティブ評価損益（△は益） 307

持分法による投資損益（△は益） 10

持分変動損益（△は益） △10

売上債権の増減額（△は増加） △4,519

債権売却未収入金等の増減額（△は増加） 143

たな卸資産の増減額（△は増加） 534

仕入債務の増減額（△は減少） 407

その他 267

小計 △2,066

利息及び配当金の受取額 181

利息の支払額 △287

損害賠償金の支払額 △10

法人税等の支払額 △286

法人税等の還付額 10

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,457

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 △166

有形固定資産の売却による収入 150

投資有価証券の取得による支出 △793

投資有価証券の売却による収入 256

保険積立金の積立による支出 △876

保険積立金の解約による収入 116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

21

貸付けによる支出 △2,423

貸付金の回収による収入 2,281

ソフトウエアの取得による支出 △45

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,476
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（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) 

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） 4,200

長期借入れによる収入 600

長期借入金の返済による支出 △441

社債の償還による支出 △450

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △261

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △288

現金及び現金同等物の期首残高 1,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,137
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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。 

（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〕 

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 該当事項はありません。 

（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。 
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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） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 該当事項はありません。 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 該当事項はありません。 

６．その他の情報 

 該当事項はありません。 

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 81,310 

Ⅱ 売上原価 73,447 

売上総利益 7,862 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,703 

営業利益 1,159 

Ⅳ 営業外収益 902 

Ⅴ 営業外費用 674 

経常利益 1,387 

Ⅵ 特別利益 2 

Ⅶ 特別損失 41 

税金等調整前四半期純利益 1,348 

税金費用 571 

四半期純利益 776 
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