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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 27,232 ― △14 ― △123 ― △366 ―

20年3月期第3四半期 23,549 ― △300 ― △363 ― △530 ―

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 △11.18 ―

20年3月期第3四半期 △16.20 ―

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 26,759 1,989 7.4 60.72
20年3月期 27,657 2,205 8.0 67.29

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,989百万円 20年3月期  2,205百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― 0.00

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 42,100 10.8 515 96.1 370 122.1 100 ― 3.05

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） 

(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 
 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。 
 上記の業績予想は、本資料の発表日現在で得られた前提、見通し、計画に基づいて算定しており、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能性がありま
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  32,800,000株 20年3月期  32,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  31,872株 20年3月期  28,071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  32,770,428株 20年3月期第3四半期  32,774,581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、米国の金融システム不安の影響が瞬く間に世界

中を駆け巡り、円高、株安を背景に日本の景気も大きく下振れし、雇用環境も悪化、消費にも陰りが

一層鮮明となり、結果として日本企業の大半が収益の大幅な下方修正を余儀なくされるという異常事

態に繋がり、先行きに対しても不透明感が非常に高まっている状況が続いております。 

 当建設業界におきましては、日銀による金融緩和策にも拘らず金融機関の不動産融資への審査基準

が更に厳格化し、新規融資やリファイナンスも慎重姿勢をとっており、大量に在庫を抱えた不動産デ

ィベロッパー各社の資金繰り破綻が発生、それによって多くの建設会社には回収不能債権が続出し、

更なる金融機関の貸し渋り、不動産価格の下落に拍車を掛ける形となり、まさに「負の連鎖」を生み

出しております。 

このようなバブル崩壊過程を凌ぐ厳しい事業環境下におきまして、当社グループは量的受注増大か

ら質的な充実、即ち 利益率や生産性の向上、案件やエリアの選択と集中、厳しい与信管理を含めた

リスク管理の徹底と現場強化などを既に今年度当初の経営計画に掲げ、経営環境の激変に対しても第

４四半期（通期年度収益）での黒字化死守を目標に堅実な戦略を掲げて参り、株式会社長谷工コーポ

レーションや阪急電鉄株式会社との連携、内部統制システムの再構築など経営基盤の強化施策を一層

推進した次第であります。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における工事受注高は 27,421 百万円となり、売上高 27,232

百万円、営業損失 14 百万円、経常損失 123 百万円、四半期純損失 366 百万円となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として完成工事高が下半期、特に第４四半期に偏

ることから、通期の業績予想に対し第３四半期迄の売上高の割合が低くなるといった季節的変動があ

ります。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末比 897 百万円減の 26,759 百万円となり、負債合計は

前連結会計年度末比 682 百万円減の 24,769 百万円となりました。これにより純資産合計は前連結会計

年度末比 215 百万円減の 1,989 百万円となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 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）につきましては、前

連結会計年度との比較で期首手持工事が大きく増加したこと及び利益率が向上したことにより、増収、

増益となる見込みであります。 
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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。 

 

(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 

（たな卸資産の評価方法） 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計

年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな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。 

  （固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

  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 

  ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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） 

通常の販売目的で保有する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。 

 この変更が営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  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。 

 この変更が営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 
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（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

平成 20 年度の法人税法の改正を契機として、有形固定資産の経済的耐用年数を見直した結果、

第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しおります。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

は、それぞれ 16 百万円増加しております。 

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。 
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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 4,446 1,460

受取手形・完成工事未収入金等 14,443 18,358

未成工事支出金 1,971 2,100

たな卸不動産 606 760

材料貯蔵品 99 107

製品 164 144

仕掛品 0 1

その他 714 725

貸倒引当金 △176 △79

流動資産合計 22,270 23,578

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,048 1,048

機械、運搬具及び工具器具備品 2,047 2,046

土地 1,580 1,580

リース資産 115 －

減価償却累計額 △2,007 △1,875

有形固定資産計 2,784 2,799

無形固定資産 34 30

投資その他の資産   

投資有価証券 371 432

長期貸付金 171 185

長期営業外未収入金 1,799 991

その他 515 516

貸倒引当金 △1,187 △878

投資その他の資産計 1,670 1,249

固定資産合計 4,489 4,078

資産合計 26,759 27,657
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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 12,927 14,324

短期借入金 7,826 7,262

未成工事受入金 1,894 1,039

前受金 22 76

完成工事補償引当金 61 81

賞与引当金 － 41

その他 412 481

流動負債合計 23,142 23,306

固定負債   

長期借入金 531 1,089

退職給付引当金 1,054 1,055

その他 41 －

固定負債合計 1,627 2,145

負債合計 24,769 25,452

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 202 202

利益剰余金 157 523

自己株式 △3 △2

株主資本合計 1,996 2,363

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7 △158

評価・換算差額等合計 △7 △158

純資産合計 1,989 2,205

負債純資産合計 26,759 27,657
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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 26,035

不動産事業売上高 458

その他の事業売上高 737

売上高合計 27,232

売上原価  

完成工事原価 25,112

不動産事業売上原価 452

その他の事業売上原価 635

売上原価合計 26,201

売上総利益  

完成工事総利益 923

不動産事業総利益 6

その他の事業総利益 101

売上総利益合計 1,031

販売費及び一般管理費 1,045

営業損失（△） △14

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 4

保険配当金 4

雑収入 9

営業外収益合計 24

営業外費用  

支払利息 117

雑支出 15

営業外費用合計 132

経常損失（△） △123

特別利益  

受取契約精算金 346

その他 4

特別利益合計 351

特別損失  

貸倒引当金繰入額 325

投資有価証券評価損 214

前期損益修正損 13

その他 16

特別損失合計 569

税金等調整前四半期純損失（△） △340

法人税、住民税及び事業税 25

法人税等合計 25

四半期純損失（△） △366
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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（△） △340

減価償却費 130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 420

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 117

投資有価証券評価損益（△は益） 214

売上債権の増減額（△は増加） 3,914

長期営業外未収入金の増減額（△は増加） △816

たな卸不動産の増減額（△は増加） 154

未成工事支出金の増減額（△は増加） 297

未成工事受入金の増減額（△は減少） 854

仕入債務の増減額（△は減少） △1,397

その他 △328

小計 3,209

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △120

法人税等の支払額 △29

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,067

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 △75

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △1

貸付けによる支出 △12

貸付金の回収による収入 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △67

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） 731

長期借入金の返済による支出 △726

リース債務の返済による支出 △18

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,986

現金及び現金同等物の期首残高 1,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,446
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（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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） (単位：百万円）

連　結

売    上    高

(1) 外部顧客に対する売上高 26,035 458 691 46 27,232 － 27,232

(2)
セグメント間の内部売上高
または振替高

－ － 19 － 19 (19) －

計 26,035 458 710 46 27,251 (19) 27,232

464 △ 21 79 4 527 (542) △ 14

（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･････････ 不動産の開発・売買、交換及び賃貸並びにその代理、仲介。

　　　　　砕石事業･･･････････ 砕石、砕砂の製造販売他。

　　　　　その他の事業･･･････ 公共施設等の維持管理及び運営。

　　　２．追加情報

　　　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

【所在地別セグメント情報】

　本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

　海外売上高がないため、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。

　　　　　　平成20年度の法人税法の改正を契機として、有形固定資産の経済的耐用年数を見直した結果、第１
　　　　　四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。
　　　　　　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、建設事業で０百万円、砕石事業16百万円そ
　　　　　れぞれ減少しております。

　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の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭
和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

消去又は
全　　社

その他の事業不動産事業

営業利益又は営業損失（△）

砕石事業建設事業 計
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「参考資料」

　１．前年同四半期に係る財務諸表等

　  （要約）四半期連結損益計算書
（単位：百万円）

  　         　期     別 自 平成19年 4月 1日

至 平成19年12月31日

 科     目

Ⅰ 売　　上　　高  (  23,549 )

    完成工事高         22,798

　  兼業事業売上高   750

Ⅱ 売　上　原　価  (  22,948 )

    完成工事原価      22,295

    兼業事業売上原価  653

売　上　総　利　益  (  600 )

    完成工事総利益    502

    兼業事業総利益  97

Ⅲ 販売費及び一般管理費  900

営 業 損 失  300

Ⅳ 営業外収益  (  59 )

　　受取利息配当金  12

　　その他営業外収益  47

Ⅴ 営業外費用  (  123 )

　　支払利息  119

　　その他営業外費用 3

経 常 損 失  363

Ⅵ 特別利益  (  6 )

　　固定資産売却益  6

Ⅶ 特別損失    (  135 )

　　貸倒引当金繰入額  118

    前期損益修正損 13

　　その他特別損失  3

税金等調整前四半期純損失  493

法 人 税 ､ 住 民 税 及 び 事 業 税  38

少 数 株 主 損 失 (＋) 1

四 半 期 純 損 失  530

前第３四半期連結累計期間

金　　額
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２．四半期個別受注の概況 

 

(1)個別受注実績 

 受 注 高 

21年 3月期第３四半期 27,219 百万円 △13.5 ％

20年 3月期第３四半期 31,476  43.7  

 (注) ①受注高は、当該四半期までの累計額 
   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率 
 
 

（参考）受注実績内訳                            （単位：百万円） 

区   分 
平成21年3月期 

第３四半期 

平成20年3月期 

第３四半期 
比較増減 増減率 

官公庁 4,998 (  18.4％) 18,056 ( 57.4％) △13,058  △72.3％

民 間 10,379 ( 38.1％) 823 (  2.6％) 9,556  1,161.0  

 
土 
  

木 
 計 15,377 ( 56.5％) 18,879 ( 60.0％) △3,502  △18.6   

官公庁 362 (  1.3％) 354 (  1.1％) 8  2.4   

民 間 11,479 ( 42.2％) 12,243 ( 38.9％) △763  △6.2   

建 
 

築 
計 11,842 ( 43.5％) 12,597 ( 40.0％) △754  △6.0 

官公庁 5,360 ( 19.7％) 18,410 ( 58.5％) △13,050   △70.9   

民 間 21,859 ( 80.3％) 13,066 ( 41.5％) 8,792   67.3   

建 
 
 

設 
 
 

事 
 
 

業 合 
 

計 
計 27,219 ( 100  ％) 31,476 ( 100  ％) △4,257   △13.5   

（注）①海外受注高はありません。 
②（ ）内のパーセント表示は、構成比率。 

 

(2)個別受注予想 

 通   期 

21年 3月期予想 43,800 百万円 6.9 ％

20年 3月期実績 40,967  24.5  

(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 
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