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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 58,732 ― 322 ― 321 ― △337 ―

20年3月期第3四半期 61,842 △2.6 △1,206 ― △994 ― △737 ―

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 △13.36 ―

20年3月期第3四半期 △29.20 ―

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 69,273 25,997 37.5 1,029.35
20年3月期 79,785 27,930 35.0 1,105.78

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  25,997百万円 20年3月期  27,930百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 15.00

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 97,000 △7.8 2,000 25.1 2,000 21.7 1,000 22.6 39.59

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 
１．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき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。なお、業績予想に関する事項は、添付資料２ページをご参照下さい。 
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)および「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は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて記載しております。  

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  25,282,225株 20年3月期  25,282,225株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  26,045株 20年3月期  23,338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  25,257,614株 20年3月期第3四半期  25,260,435株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気悪化を背

景に、急激な信用収縮、株価下落、円高進行等からの実体経済への波及が深刻化し、景気の後退懸念が一
層強まってまいりました。  
 建設業界におきましても、民間企業による設備投資も計画延期、縮小が相次ぎ、また公共建設投資も依
然として低調に推移しているなど、当社グループを取り巻く環境は、引き続き厳しい状況となっておりま
す。  
  
こうした環境の中で、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高587億3千2百万円、営

業利益3億2千2百万円、経常利益3億2千1百万円、四半期純損失3億3千7百万円となり、また、受注高につ
きましては、749億9千7百万円となりました。 
  
当社グループの売上高は、通常の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強く、一方で、

販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るという季節的変動が
あります。 
  

  

  
当第３四半期連結会計期間末における総資産は、692億7千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ105

億1千1百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少178億4千5百万円であ
ります。 
 負債は、432億7千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ85億7千8百万円減少しております。主な要
因は、支払手形・工事未払金の減少110億7千6百万円であります。  
 純資産は、259億9千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億3千3百万円減少しております。主な
要因は、その他有価証券評価差額金の減少11億9千1百万円と、利益剰余金の減少7億1千6百万円でありま
す。  

  
  

  
当社グループの通期の業績予想につきましては、平成20年11月７日に公表いたしました業績予想に変更

ありません。但し、連結会計年度末における株式市場価格によっては、当社が保有する投資有価証券の評
価損の計上が懸念されます。 
  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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貸倒見積高を算定し 
  ております。 
2.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 

   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 
  限定する方法によっております。 
   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、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。 

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 平成19年３月
14日)および「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 平成
19年３月14日)を適用しております。 
 また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規
則」に準じて記載しております。 

2. その他のたな卸資産については、従来、移動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、移動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。  
 なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

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)

(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
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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 5,449 3,156

受取手形・完成工事未収入金 27,430 45,275

有価証券 － 207

未成工事支出金 8,294 5,697

その他のたな卸資産 17 17

繰延税金資産 1,786 1,313

その他 4,543 1,411

貸倒引当金 △180 △346

流動資産合計 47,340 56,734

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,616 2,730

その他（純額） 962 895

有形固定資産合計 3,578 3,625

無形固定資産 299 391

投資その他の資産   

投資有価証券 13,711 15,558

繰延税金資産 1,252 798

その他 4,368 4,051

貸倒引当金 △1,277 △1,374

投資その他の資産合計 18,055 19,034

固定資産合計 21,933 23,050

資産合計 69,273 79,785

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 25,967 37,043

短期借入金 3,900 4,545

未払法人税等 196 995

未成工事受入金 3,471 1,124

工事損失引当金 396 318

引当金 123 165

その他 4,461 2,156

流動負債合計 38,518 46,348

固定負債   

長期借入金 2,475 2,700

退職給付引当金 1,606 2,696

引当金 59 74

その他 617 34

固定負債合計 4,758 5,505

負債合計 43,276 51,854
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 13,757 14,473

自己株式 △17 △15

株主資本合計 25,786 26,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162 1,354

為替換算調整勘定 48 71

評価・換算差額等合計 211 1,425

純資産合計 25,997 27,930

負債純資産合計 69,273 79,785
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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) 

完成工事高 58,732

完成工事原価 53,471

完成工事総利益 5,260

販売費及び一般管理費 4,938

営業利益 322

営業外収益  

受取利息 76

受取配当金 175

その他 85

営業外収益合計 337

営業外費用  

支払利息 89

為替差損 210

その他 37

営業外費用合計 337

経常利益 321

特別利益  

貸倒引当金戻入額 222

特別利益合計 222

特別損失  

固定資産売却損 4

固定資産除却損 5

投資有価証券評価損 545

減損損失 21

退職給付制度改定損 218

その他 1

特別損失合計 797

税金等調整前四半期純損失（△） △252

法人税、住民税及び事業税 86

過年度法人税等 170

法人税等調整額 △171

法人税等合計 85

四半期純損失（△） △337
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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損失（△） △252

減価償却費 348

減損損失 21

固定資産売却損益（△は益） 4

固定資産除却損 5

投資有価証券評価損益（△は益） 545

貸倒引当金の増減額（△は減少） △263

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,089

工事損失引当金の増減額（△は減少） 78

受取利息及び受取配当金 △251

支払利息 89

為替差損益（△は益） △123

売上債権の増減額（△は増加） 17,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,601

仕入債務の増減額（△は減少） △11,071

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,347

その他 323

小計 5,998

利息及び配当金の受取額 260

利息の支払額 △84

法人税等の支払額 △1,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,550

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 △188

有価証券の売却による収入 573

有形固定資産の取得による支出 △248

無形固定資産の取得による支出 △103

固定資産の売却による収入 58

投資有価証券の取得による支出 △1,363

投資有価証券の売却による収入 522

その他 △367

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,117

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） △486

長期借入金の返済による支出 △240

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △378

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,107
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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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,293

現金及び現金同等物の期首残高 3,112

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,406
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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。 

  

  
 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） 
  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） 
  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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 

                    （単位：百万円） 

「参考資料」

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)

完成工事高 61,842

完成工事原価 58,115

 完成工事総利益 3,727

販売費及び一般管理費 4,933

 営業損失（△） △1,206

営業外収益 462

営業外費用 249

 経常損失（△） △994

特別利益 372

特別損失 326

 税金等調整前四半期純損失（△） △948

 法人税、住民性及び事業税 81

 法人税等調整額 △292

 四半期純損失（△） △737
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                         （単位：百万円） 

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)

 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（△） △948

   減価償却費 310

      工事損失引当金の増加額 △273

   受取利息及び受取配当金 △342

   支払利息 112

   売上債権の減少額 12,132

   たな卸資産の増加（△）額 △6,065

   仕入債務の減少（△）額 △9,517

   未成工事受入金の増加額 2,306

   その他 △1,154

      小 計 △3,440

   利息及び配当金の受取額 320

   利息の支払額 △111

   法人税等の支払額 △349

  営業活動によるキャッシュ・フロー △3,580

 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 △2,000

   有価証券の売却等による収入 868

   投資有価証券の取得による支出 △207

   投資有価証券の売却等による収入 1,142

   その他 89

  投資活動によるキャッシュ・フロー △106

 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 3,135

   長期借入れによる収入 300

   長期借入金の返済による支出 △542

   配当金の支払額 △378

   その他 △1

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,512

 現金及び現金同等物に係る換算差額 △10

 現金及び現金同等物の減少（△）額 △1,184

 現金及び現金同等物の期首残高 3,177

 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,992
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                                       （単位：百万円）

 
  

6. 平成21年３月期第３四半期受注の概況（連結）

区分

前第３四半期
(自平成19年４月１日 
 至平成19年12月31日)

当第３四半期
(自平成20年４月１日 
 至平成20年12月31日) 増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

一般空調工事 68,555 93.8 % 70,022 93.4 % 1,467 2.1 %

（うち海外） (7,470) (10.2) (2,057) (2.7) (△5,413) (△72.5)

原子力施設空調工事 4,554 6.2 4,974 6.6 420 9.2

合計 73,109 100.0 74,997 100.0 1,887 2.6
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