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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 49,019 ― 696 ― 456 ― △262 ―
20年3月期第3四半期 55,527 ― 492 ― 232 ― 345 ―

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 △2.49 ―
20年3月期第3四半期 3.28 ―

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 49,794 5,024 10.1 47.80
20年3月期 49,136 5,435 11.1 51.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,024百万円 20年3月期  5,435百万円

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 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 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 67,000 △15.5 1,000 △22.8 600 △32.4 50 △96.0 0.48

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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成21年3月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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に基づき作成したものであります。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可能性が
あります。 
３．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）に準拠して四半期連結財務諸表を作成
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。  

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  106,142,250株 20年3月期  106,142,250株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,012,581株 20年3月期  954,310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  105,161,609株 20年3月期第3四半期  105,232,703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、世界的な金融危機から実体経済への影響が広が

り、急速な減産等による大幅な雇用の悪化を惹起しており、当面このような現状が続くものと思われ

ます。加えて、世界景気の一層の下振れ懸念、株式・為替相場の大幅な変動の影響など、景気は先行

き不透明な状況で推移いたしました。

　この間、当建設業界におきましては、減産に伴う民間設備投資の抑制、住宅建設の大幅な減少、さ

らに新興デベロッパーの経営破綻などが重なり、経営環境はより一層厳しさを増してまいりました。

　このような状況の中、当社グループは、収益重視の基本方針を堅持しつつ、本業による黒字体制の

確立を図るべく、２年目を迎えた中期経営計画「チャレンジ！大末２５３」を推進しており、事業構

造の再構築による収益力の強化、収益責任を明確にした営業・施工一貫体制の構築による組織力強化

などに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業績は、売上高が49,019百万円、

営業利益が696百万円、経常利益が456百万円となりました。しかし、四半期純利益につきましては、

特別損失として株価の下落により投資有価証券評価損196百万円が発生したことに加え、貸倒引当金

繰入額433百万円を計上したことなどにより、262百万円の純損失となりました。

　なお、当社グループの業績には季節的変動があり、売上高は通常の営業形態として第４四半期に完

成する工事の割合が大きくなるのに対し、人件費その他の固定費が恒常的に発生することから、第３

四半期までの売上高に対する費用負担が大きくなる傾向にあります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、「受取手形・完成工事未収入金等」が増加したことなど

により、前連結会計年度末比657百万円増（1.3％増）の49,794百万円となりました。

　負債合計は、「支払手形・工事未払金等」が減少したことや「短期借入金」が増加したことなどに

より、前連結会計年度末比1,068百万円増（2.4％増）の44,769百万円となりました。

　純資産合計は、「四半期純損失」の計上や「その他有価証券評価差額金」が減少したことにより、

前連結会計年度末比410百万円減（7.6％減）の5,024百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧下さい。

 

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）

　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完成工事補償引当金の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の補償実績率等が第２四半期連結会計期間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、第２四半期連結会計期間末の補償実績率を使用して算定

しております。

　②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の減価償却費については、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しております。

　③法人税等の算定方法

　法人税等の納付税額の計算に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定しております。
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（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、「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。

　②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。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ1百万円減少し、

税金等調整前四半期純損失は、1百万円増加しております。
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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 4,500 5,642

受取手形・完成工事未収入金等 31,122 30,021

未成工事支出金 6,395 4,971

その他のたな卸資産 1,369 1,864

その他 1,509 1,448

貸倒引当金 △490 △1

流動資産合計 44,406 43,946

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,742 1,738

その他（純額） 1,588 988

有形固定資産計 3,330 2,726

無形固定資産 88 71

投資その他の資産   

投資有価証券 908 1,304

その他 1,087 1,107

貸倒引当金 △26 △19

投資その他の資産計 1,968 2,392

固定資産合計 5,388 5,190

資産合計 49,794 49,136

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,409 23,190

短期借入金 18,741 12,824

未払法人税等 30 65

未成工事受入金 3,006 3,390

完成工事補償引当金 154 202

賞与引当金 28 114

工事損失引当金 48 164

その他 1,421 1,513

流動負債合計 42,842 41,466

固定負債   

長期借入金 27 53

繰延税金負債 3 71

退職給付引当金 1,858 2,064

その他 37 45

固定負債合計 1,927 2,235

負債合計 44,769 43,701
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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 5,307 5,307

資本剰余金 572 572

利益剰余金 △664 △401

自己株式 △89 △86

株主資本合計 5,126 5,390

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △101 44

評価・換算差額等合計 △101 44

純資産合計 5,024 5,435

負債純資産合計 49,794 49,136
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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 47,890

不動産事業等売上高 1,129

売上高合計 49,019

売上原価  

完成工事原価 44,713

不動産事業等売上原価 1,019

売上原価合計 45,732

売上総利益  

完成工事総利益 3,176

不動産事業等売上総利益 110

売上総利益合計 3,286

販売費及び一般管理費 2,590

営業利益 696

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 20

その他 37

営業外収益合計 85

営業外費用  

支払利息 275

その他 50

営業外費用合計 326

経常利益 456

特別利益  

前期損益修正益 0

特別利益合計 0

特別損失  

前期損益修正損 1

固定資産売却損 0

固定資産除却損 9

投資有価証券評価損 196

貸倒引当金繰入額 433

その他 80

特別損失合計 721

税金等調整前四半期純損失（△） △265

法人税、住民税及び事業税 32

法人税等調整額 △35

法人税等合計 △2

四半期純損失（△） △262

大末建設㈱(1814)平成21年３月期　第３四半期決算短信

6



　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

して四半期連結財務諸表を作成し、「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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　　　　　該当事項はありません。

 

（４）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。

 

　「参考資料」

　　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

　　　前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

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 55,527

Ⅱ　売上原価 52,367

　　売上総利益 3,160

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,667

　　営業利益 492

Ⅳ　営業外収益 92

Ⅴ　営業外費用 352

　　経常利益 232

Ⅵ　特別利益 223

Ⅶ　特別損失 70

　　税金等調整前四半期純利益 384

　　法人税等 39

　　四半期純利益 345

7

大末建設㈱(1814)平成21年３月期　第３四半期決算短信



６．四半期個別受注の概要

　（１）個別受注実績

 受注高

　平成21年３月期第３四半期累計期間 42,710 百万円　 △20.4 ％

　平成20年３月期第３四半期累計期間 53,686  0.5  

　（注）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

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

比較増減 増減率（自　平成19年４月１日

　至　平成19年12月31日）

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日）

建

設

事

業

建

築

官公庁 6,231 （ 11.6 ％） 3,534 （ 8.3 ％） △2,697 △43.3 ％

民　間 40,811 （ 76.0 　） 37,144 （ 86.9 　） △3,667 △9.0

計 47,043 （ 87.6 　） 40,679 （ 95.2 　） △6,364 △13.5

土

木

官公庁 5,755 （ 10.7 　） 1,790 （ 4.2 　） △3,964 △68.9

民　間 886 （ 1.7 　） 239 （ 0.6 　） △647 △73.0

計 6,642 （ 12.4 　） 2,030 （ 4.8 　） △4,612 △69.4

合

計

官公庁 11,987 （ 22.3 　） 5,325 （ 12.5 　） △6,661 △55.6

民　間 41,698 （ 77.7 　） 37,384 （ 87.5 　） △4,314 △10.3

計 53,686 （ 100.0 　） 42,710 （ 100.0 　） △10,976 △20.4

　（注）（　　）内のパーセント表示は、構成比率

 

　（２）個別受注予想

受注高

　平成21年３月期予想 60,000 百万円 △17.4 ％

　平成20年３月期実績 72,677 △5.9

　（注）パーセント表示は、前年同期比増減率

 

　[個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等]

　　当第３四半期累計期間の個別受注実績については、前年同四半期比20.4％減の42,710百万円となり

ました。通期の個別受注予想については、民間設備投資の抑制や住宅建設の大幅な減少等を受け、前

回予想を下回る見込みです。
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