
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月9日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 株式会社不動テトラ 上場取引所 東 大 

コード番号 1813 URL http://www.fudotetra.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高橋 昭夫

問合せ先責任者 （役職名） 社長室広報課長 （氏名） 坂中 繁仁 TEL 03-5644-8501

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 43,023 ― △5,883 ― △6,482 ― △7,111 ―

20年3月期第3四半期 45,191 15.7 △5,014 ― △5,320 ― △5,493 ―

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 △43.23 ―

20年3月期第3四半期 △33.39 ―

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 51,981 11,813 22.6 71.29
20年3月期 55,188 19,331 34.9 117.00

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,726百万円 20年3月期  19,245百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 71,000 △2.3 △3,900 ― △4,300 ― △4,400 ― △26.75

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頁【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頁【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） 

（注）業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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）平成２１年３月期の業績予想は、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、実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、決算短信添付資料の３頁記載の３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
（３）平成２１年度３月期の連結業績予想においては、合併により発生したのれんの償却費用約64億円を見込んでおり、営業利益、経常利益及び当期純利益が同額減少
しております。 
（4）平成２１年３月期の配当予想については、業績の状況を見極め中であり、現時点で未定のため開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やかに開示いたしま
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  182,025,228株 20年3月期  182,025,228株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  17,537,459株 20年3月期  17,536,172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  164,488,615株 20年3月期第3四半期  164,490,076株
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当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、欧米に

おける金融危機の影響で、企業業績が急速に悪化し、設備投資の減少、雇用情勢の悪化を招くなど、景

気の後退が鮮明となりました。 

 建設業界におきましても、不動産市況の低迷、金融機関の融資姿勢の厳格化などにより、新興不動産

会社や地方・中堅建設会社の破綻が相次ぎ、業況は底の見えない状態が続いております。 

 このような環境の下、当社グループは、昨年2月に発表した「新中期事業計画」の達成に向け、諸施

策を展開してまいりました。 

  

 土木事業では、四国横断自動車道新那賀川下部工事においてニューマチックケーソン工法による橋脚

基礎工事を受注したほか、別府港餅ケ浜地区突堤築造工事では、自社開発のグラブ式異形ブロック撤去

装置を技術提案に取り入れて工事を受注するなど、各所において技術提案力を活かした受注を重ねてお

ります。 

 地盤改良事業では、超小型の施工機械を使用して狭隘地や滑走路の舗装面直下などの既設構造物直下

での施工を可能にした液状化対策工法「ＳＡＶＥ―ＳＰ工法」を実用化し、今後、提携関係にある日特

建設と共同拡販を展開してまいります。 

 ブロック事業では、対波安定性とコスト競争力に優れ、かつ環境へもより配慮した新型被覆ブロック

「ペルメックス」が、福井県発注の防波堤工事において初めて採用されました。    

 これら国内市場における成果に加え、海外市場におきましては、前年度に引き続きベトナムにおい

て、ＯＤＡ案件の国際コンテナターミナル工事のうち地盤改良工事を受注しております。 

  

このように事業展開を図ってまいりましたが、受注時期の遅れもあり、受注高は448億2百万円（前年同

期比9.5％減）、売上高は430億23百万円（前年同期比4.8％減）と減収となりました。なお、部門別の

受注・売上・繰越高につきましては、10頁に記載しております。 

 損益につきましては、売上高の減少や販売費及び一般管理費でのれんの償却費47億98百万円を負担し

たこともあり、営業利益は△58億83百万円、経常利益は△64億82百万円となり、さらに四半期純利益

は、退職給付制度終了損を特別損失に計上したことなどで△71億11百万円となりました。 

 なお、当期まで続くのれんの償却費負担により、営業利益、経常利益、四半期純利益がそれぞれ47億

98百万円減少しておりますが、財務状況に実質的な影響を与えるものではありません。 

  

当第３四半期末の総資産は519億81百万円と前連結会計年度末に比べて32億6百万円減少しました。こ

れは未成工事支出金等は69億12百万円増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金等が38億84百万

円、のれん償却他により無形固定資産が47億50百万円減少したことなどによるものです。 

 負債総額は、401億68百万円と前連結会計年度末に比べて43億11百万円増加しました。これは、借入

金は、13億17百万円減少しましたが、支払手形・工事未払金等が38億58百万円、未成工事受入金等が29

億53百万円増加したことなどによるものです。 

 純資産は、118億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて75億18百万円減少しました。これは、

主に四半期純損失の計上と配当金の支払いによるものです。 

 また、現金及び現金同等物の当第３四半期末の残高は61億38百万円と前連結会計年度末に比べて16億

17百万円減少しました。キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

営業活動により得られた資金は2億21百万円となりました。これは、売上債権の減少、仕入債務の増

加、未成工事受入金の増加等による収入と税金等調整前四半期純損失の計上、未成工事支出金の増加等

による支出によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は1億86百万円となりました。これは主にブロック型枠等有形固定資産

の取得によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により支出した資金は16億50百万円となりました。これは借入金の返済と配当金の支払いに

よるものです。 

  

【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

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

㈱不動テトラ（1813）　平成21年3月期第3四半期決算短信

2



通期業績につきましては、現時点では平成20年5月12日に公表しました期初予想通りとなる見込みで

す。 

  
  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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。 

  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

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

  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

(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 6,148 7,765

受取手形・完成工事未収入金等 12,989 16,874

有価証券 20 20

未成工事支出金等 9,356 2,444

販売用不動産 740 745

材料貯蔵品 619 553

その他 6,640 5,029

貸倒引当金 △107 △71

流動資産合計 36,405 33,359

固定資産   

有形固定資産 4,914 5,059

無形固定資産   

のれん 1,615 6,413

その他 505 457

無形固定資産合計 2,120 6,870

投資その他の資産   

その他 11,097 12,417

貸倒引当金 △2,555 △2,517

投資その他の資産合計 8,542 9,900

固定資産合計 15,576 21,829

資産合計 51,981 55,188

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,934 16,076

短期借入金 7,200 7,917

未払法人税等 41 101

未成工事受入金等 7,308 4,355

引当金 219 556

その他 3,333 3,607

流動負債合計 38,035 32,611

固定負債   

長期借入金 － 600

退職給付引当金 1,073 2,625

引当金 13 11

その他 1,047 10

固定負債合計 2,133 3,246

負債合計 40,168 35,857

㈱不動テトラ（1813）　平成21年3月期第3四半期決算短信

4



（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 5,000 5,000

資本剰余金 14,756 14,756

利益剰余金 △7,890 △450

自己株式 △251 △251

株主資本合計 11,615 19,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61 145

繰延ヘッジ損益 △1 △3

為替換算調整勘定 51 48

評価・換算差額等合計 111 190

少数株主持分 87 86

純資産合計 11,813 19,331

負債純資産合計 51,981 55,188
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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 39,379

兼業事業売上高 3,644

売上高合計 43,023

売上原価  

完成工事原価 35,320

兼業事業売上原価 1,782

売上原価合計 37,102

売上総利益  

完成工事総利益 4,059

兼業事業総利益 1,862

売上総利益合計 5,921

販売費及び一般管理費 11,804

営業利益 △5,883

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 17

特許実施収入 30

受取賃貸料 24

その他 11

営業外収益合計 84

営業外費用  

支払利息 110

支払手数料 130

持分法による投資損失 360

その他 82

営業外費用合計 683

経常利益 △6,482

特別利益  

移転補償金 437

その他 57

特別利益合計 495

特別損失  

投資有価証券評価損 219

退職給付制度終了損 636

その他 22

特別損失合計 876

税金等調整前四半期純利益 △6,863

法人税、住民税及び事業税 47

法人税等調整額 199

法人税等合計 246

少数株主利益 2

四半期純利益 △7,111
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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（△） △6,863

減価償却費 428

のれん償却額 4,798

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,551

その他の引当金の増減額（△は減少） △336

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 110

支払手数料 130

持分法による投資損益（△は益） 360

投資有価証券評価損益（△は益） 219

売上債権の増減額（△は増加） 3,880

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △6,912

仕入債務の増減額（△は減少） 3,859

未成工事受入金等の増減額（△は減少） 2,953

未払消費税等の増減額（△は減少） △688

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,336

その他の流動負債の増減額（△は減少） 396

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,038

その他 △143

小計 395

利息及び配当金の受取額 20

利息の支払額 △111

法人税等の支払額 △84

営業活動によるキャッシュ・フロー 221

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △633

有形固定資産の売却による収入 308

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 6

貸付けによる支出 △24

貸付金の回収による収入 147

その他 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △186

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） 483

長期借入金の返済による支出 △1,800

配当金の支払額 △333

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,617

現金及び現金同等物の期首残高 7,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,138
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

①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(平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 
  

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。 

  建設事業：土木、その他建設工事全般に関する事業 

   型枠賃貸事業：消波・根固ブロックの型枠賃貸に関する事業 

   その他の事業：施工機械賃貸、環境景観商品・建設資機材販売、他 

②所在地別セグメント情報 

 当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

③海外売上高 

当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

建設事業 型枠賃貸事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高及び営業損益

売   上   高

(1)外部顧客に対する売上高 39,379 2,594 1,050 43,023 － 43,023

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 11 2,026 2,038 (2,038) － 

計 39,379 2,605 3,076 45,060 (2,038) 43,023

営業利益又は営業損失（△） △ 5,756 114 △ 263 △ 5,906 22 △ 5,883

（注）(1)事業区分の方法

   (2)各事業区分に属する主要な内容

(3)のれんの償却により、建設事業における資産が前連結会計年度末に比べ、47億98百万円

  減少しております。

(6) 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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前第３四半期に係る財務諸表 

  （要約）第３四半期連結損益計算書 

 
  

〔参考〕

（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)

Ⅰ 売上高 45,191

Ⅱ 売上原価 38,301

   売上総利益 6,890

Ⅲ 販売費及び一般管理費合計 11,904

   営業損失(△） △ 5,014

Ⅳ 営業外収益 129

Ⅴ 営業外費用 435

   経常損失(△） △ 5,320

Ⅵ 特別利益 6

Ⅶ 特別損失 91

   税金等調整前四半期純損失(△） △ 5,405

   税金費用 94

      少数株主損失（△） △ 5

   四半期純損失(△） △ 5,493
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   当社グループにおける事業の状況は、以下のとおりであります。 

６. 部門別受注高・売上高・繰越高(連結ベース)

（単位:百万円）

区 
分

前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間

比   較期  別
（自 平成19年 4月 1日  

  
（自 平成20年 4月 1日  

  

  至 平成19年12月31日）  至 平成20年12月31日）

部  門 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 増減率（％）

受 
注 
高

建 
設 
工 
事

土  木 24,025 48.5 23,180 51.7 △ 845 △ 3.5

地盤改良 20,027 40.4 17,051 38.1 △ 2,976 △ 14.9

小   計 44,052 88.9 40,230 89.8 △ 3,822 △ 8.7

ブロックその他 5,474 11.1 4,572 10.2 △ 902 △ 16.5

計 49,526 100.0 44,802 100.0 △ 4,724 △ 9.5

（官公庁） (19,836) (40.1) (20,475) (45.7) (639) (3.2)

（民 間） (29,690) (59.9) (24,328) (54.3) (△5,362) (△18.1)

売 
上 
高

建 
設 
工 
事

土   木 19,774 43.7 23,551 54.7 3,777 19.1

地盤改良 20,871 46.2 15,828 36.8 △ 5,043 △ 24.2

小   計 40,645 89.9 39,379 91.5 △ 1,266 △ 3.1

ブロックその他 4,546 10.1 3,644 8.5 △ 902 △ 19.8

計 45,191 100.0 43,023 100.0 △ 2,168 △ 4.8

（官公庁） (17,589) (38.9) (19,483) (45.3) (1,894) (10.8)

（民 間） (27,602) (61.1) (23,540) (54.7) (△4,062) (△14.7)

繰 
越 
高

建 
設 
工 
事

土   木 38,986 73.3 38,480 76.1 △ 506 △ 1.3

地盤改良 12,771 24.0 10,489 20.7 △ 2,282 △ 17.9

小   計 51,757 97.3 48,969 96.8 △ 2,788 △ 5.4

ブロックその他 1,430 2.7 1,635 3.2 205 14.3

計 53,187 100.0 50,604 100.0 △ 2,583 △ 4.9

（官公庁） (26,386) (49.6) (31,536) (62.3) (5,150) (19.5)

（民 間） (26,802) (50.4) (19,067) (37.7) (△7,735) (△28.9)
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