
 

 

 

 

平成 21 年２月９日 

各  位 

会 社 名 日 成 ビ ル ド 工 業 株 式 会 社

代 表 者 名 代表取締役社長 森岡 篤弘

（東証 1部・コード 1916）

問い合せ先 取締役管理本部長 西村 雄一

電 話 番 号 076-268-1111（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

平成 21 年３月期 第３四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成 21 年２月４日に公表した「平成 21 年３月期 第３四半期決算短信」について、一部訂正すべ

き事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

本日（平成 21 年２月９日）公表した「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」

に記載した事象の発生に伴い、当第３四半期決算において、これに対応した貸倒引当金の計上を行

ったことによるものであります。 

 

２．訂正箇所 

平成 21 年２月４日に公表した「平成 21 年３月期 第３四半期決算」の訂正箇所は、次のとおり

であります。 

本 資 料 

ページ数 

訂正資料 

ページ数 
訂正項目 

２ページ １ページ 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 21 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績（累計） 

（２）連結財政状態 

３ページ ２ページ 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 

４～７ページ ４～５ページ ５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

８～９ページ ６ページ （２）四半期連結損益計算書（第３四半期連結累計期間） 

10～11 ページ ７ページ （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
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（訂正前） 

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） 

(1)連結経営成績（累計）                       （％表示は対前年同四半期増減率） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成21年3月期第3四半期 15,547 △4.8 △557 ― △595 ― △755 ―

平成20年3月期第3四半期 16,333 △10.1 △276 ― △156 ― △365 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

 

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

平成21年3月期第3四半期 △10.81 ―

平成20年3月期第3四半期 △5.15 ―  

 

（訂正後） 

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） 

(1)連結経営成績（累計）                       （％表示は対前年同四半期増減率） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成21年3月期第3四半期 15,547 △4.8 △637 ― △675 ― △836 ―

平成20年3月期第3四半期 16,333 △10.1 △276 ― △156 ― △365 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

 

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

平成21年3月期第3四半期 △11.96 ―

平成20年3月期第3四半期 △5.15 ―  

 

 

 

（訂正前） 

(2)連結財政状態 

平成21年3月期第3四半期

平成20年3月期

％

31.4

34.2

円 銭

125.19

140.14

百万円

27,909

28,668

百万円

8,753

9,803

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

（参考）自己資本  21 年 3 月期第 3四半期 8,753 百万円  20 年 3 月期 9,803 百万円 

 

（訂正後） 

(2)連結財政状態 

平成21年3月期第3四半期

平成20年3月期

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円

27,829

28,668

百万円

8,672

9,803

％

31.2

34.2

円 銭

124.04

140.14

（参考）自己資本  21 年 3 月期第 3四半期 8,672 百万円  20 年 3 月期 9,803 百万円 

 

 

 

 



 

（訂正前） 

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 

  （略）損益面につきましては、設計・生産・施工の各プロセスにおいて原価低減の推進や販売費及び

一般管理費の削減等に努めてまいりましたが、売上高の減少等の影響を補うまでには至らず営業損失

557 百万円（前年同期は営業損失 276 百万円）、経常損失 595 百万円（前年同期は経常損失 156 百万

円）となりました。また、棚卸資産評価損 76 百万円、投資有価証券評価損 21 百万円を特別損失に計

上した結果、四半期純損失は 755 百万円（前年同期は四半期純損失 365 百万円）となりました。 

   なお、前年同期比較に関する数値は参考として記載しております。 

 

（訂正後） 

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 

  （略）損益面につきましては、設計・生産・施工の各プロセスにおいて原価低減の推進や販売費及び

一般管理費の削減等に努めてまいりましたが、売上高の減少等の影響を補うまでには至らず営業損失

637 百万円（前年同期は営業損失 276 百万円）、経常損失 675 百万円（前年同期は経常損失 156 百万

円）となりました。また、棚卸資産評価損 76 百万円、投資有価証券評価損 21 百万円を特別損失に計

上した結果、四半期純損失は 836 百万円（前年同期は四半期純損失 365 百万円）となりました。 

   なお、前年同期比較に関する数値は参考として記載しております。 

 

 

 

（訂正前） 

 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における資産合計は 27,909 百万円となり、前連結会計年度末と比べ

758 百万円減少いたしました。これは、主に受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等による

ものであります。 

  （略） 

   純資産合計につきましては、四半期純損失の計上やその他有価証券評価差額金の減少等により前連

結会計年度末と比べ 1,050 百万円減少し、8,753 百万円となりました。 

   これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ 2.8 ポイント低下し 31.4％となりました。 

 

（訂正後） 

 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における資産合計は 27,829 百万円となり、前連結会計年度末と比べ

838 百万円減少いたしました。これは、主に受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等による

ものであります。 

  （略） 

   純資産合計につきましては、四半期純損失の計上やその他有価証券評価差額金の減少等により前連

結会計年度末と比べ 1,130 百万円減少し、8,672 百万円となりました。 

   これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ 3.0 ポイント低下し 31.2％となりました。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,206,312 1,789,963

受取手形・完成工事未収入金等 3,968,700 6,030,293

リース未収入金 2,515,115 2,809,300

販売用不動産 30,082 30,082

未成工事支出金 3,200,674 1,621,423

リース支出金 1,102,824 972,673

材料貯蔵品 1,076,432 908,686

その他 287,619 140,075

貸倒引当金 △17,706 △23,411

流動資産合計 14,370,056 14,279,087

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,645,321 3,592,594

建物・構築物 6,098,134 6,091,910

機械、運搬具及び工具器具備品 3,754,561 3,714,950

土地 5,577,888 5,577,888

建設仮勘定 252 210

減価償却累計額 △8,315,219 △7,947,839

有形固定資産計 10,760,936 11,029,713

無形固定資産   

その他 99,644 120,196

無形固定資産計 99,644 120,196

投資その他の資産   

投資有価証券 1,571,248 2,078,876

出資金 13,755 13,755

破産債権、更生債権等 404,228 435,920

その他 1,066,023 1,102,047

貸倒引当金 △376,183 △391,515

投資その他の資産計 2,679,071 3,239,083

固定資産合計 13,539,653 14,388,993

資産合計 27,909,709 28,668,081
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（単位：千円）

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 5,716,402 5,252,047

短期借入金 5,397,400 5,730,400

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 2,430,598 2,882,520

未払法人税等 56,887 107,888

未成工事受入金 1,685,826 501,430

リース前受収益 979,803 905,884

完成工事補償引当金 10,628 20,880

賞与引当金 120,458 143,522

その他 122,021 120,850

流動負債合計 16,640,026 15,785,424

固定負債   

社債 1,040,000 1,160,000

長期借入金 641,300 939,900

退職給付引当金 706,940 715,859

役員退職慰労引当金 108,515 106,155

その他 19,836 157,253

固定負債合計 2,516,592 3,079,168

負債合計 19,156,618 18,864,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,002,078 7,002,078

資本剰余金 1,914,232 1,914,479

利益剰余金 △22,065 803,812

自己株式 △122,616 △120,078

株主資本合計 8,771,628 9,600,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,536 203,197

評価・換算差額等合計 △18,536 203,197

純資産合計 8,753,091 9,803,488

負債純資産合計 27,909,709 28,668,081
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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：千円）

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 2,206,312 1,789,963

受取手形・完成工事未収入金等     3,888,375 6,030,293

リース未収入金 2,515,115 2,809,300

販売用不動産 30,082 30,082

未成工事支出金 3,200,674 1,621,423

リース支出金 1,102,824 972,673

材料貯蔵品 1,076,432 908,686

その他 287,619 140,075

貸倒引当金 △17,706 △23,411

流動資産合計 14,289,732 14,279,087

固定資産   

有形固定資産   

リース用建物 3,645,321 3,592,594

建物・構築物 6,098,134 6,091,910

機械、運搬具及び工具器具備品 3,754,561 3,714,950

土地 5,577,888 5,577,888

建設仮勘定 252 210

減価償却累計額 △8,315,219 △7,947,839

有形固定資産計 10,760,936 11,029,713

無形固定資産   

その他 99,644 120,196

無形固定資産計 99,644 120,196

投資その他の資産   

投資有価証券 1,571,248 2,078,876

出資金 13,755 13,755

破産債権、更生債権等 484,553 435,920

その他 1,066,023 1,102,047

貸倒引当金 △456,508 △391,515

投資その他の資産計 2,679,071 3,239,083

固定資産合計 13,539,653 14,388,993

資産合計 27,829,385 28,668,081
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（単位：千円）

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     5,716,402 5,252,047

短期借入金 5,397,400 5,730,400

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 2,430,598 2,882,520

未払法人税等 56,887 107,888

未成工事受入金 1,685,826 501,430

リース前受収益 979,803 905,884

完成工事補償引当金 10,628 20,880

賞与引当金 120,458 143,522

その他 122,021 120,850

流動負債合計 16,640,026 15,785,424

固定負債   

社債 1,040,000 1,160,000

長期借入金 641,300 939,900

退職給付引当金 706,940 715,859

役員退職慰労引当金 108,515 106,155

その他 19,836 157,253

固定負債合計 2,516,592 3,079,168

負債合計 19,156,618 18,864,592

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,002,078 7,002,078

資本剰余金 1,914,232 1,914,479

利益剰余金 △102,390 803,812

自己株式 △122,616 △120,078

株主資本合計 8,691,303 9,600,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,536 203,197

評価・換算差額等合計 △18,536 203,197

純資産合計 8,672,767 9,803,488

負債純資産合計 27,829,385 28,668,081
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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：千円）

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 11,985,254

リース収益 3,562,045

売上高合計 15,547,299

売上原価  

完成工事原価 10,579,383

リース原価 3,022,782

売上原価合計 13,602,166

売上総利益  

完成工事総利益 1,405,870

リース総利益 539,262

売上総利益合計 1,945,133

販売費及び一般管理費 2,502,696

営業損失（△） △557,562

営業外収益  

受取利息 10,514

受取配当金 19,985

有価証券売却益 99

賃貸不動産収入 57,388

受取保険金 41,772

その他 33,142

営業外収益合計 162,902

営業外費用  

支払利息 119,100

有価証券売却損 40,097

その他 41,660

営業外費用合計 200,858

経常損失（△） △595,519

特別利益  

固定資産売却益 391

償却債権取立益 11,877

その他 11

特別利益合計 12,279

特別損失  

固定資産売却損 1,793

固定資産除却損 787

たな卸資産評価損 76,973

投資有価証券評価損 21,036

特別損失合計 100,591

税金等調整前四半期純損失（△） △683,831

法人税等 72,092

四半期純損失（△） △755,924
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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：千円）

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 11,985,254

リース収益 3,562,045

売上高合計 15,547,299

売上原価  

完成工事原価 10,579,383

リース原価 3,022,782

売上原価合計 13,602,166

売上総利益  

完成工事総利益 1,405,870

リース総利益 539,262

売上総利益合計 1,945,133

販売費及び一般管理費     2,583,020

営業損失（△） △637,887

営業外収益  

受取利息 10,514

受取配当金 19,985

有価証券売却益 99

賃貸不動産収入 57,388

受取保険金 41,772

その他 33,142

営業外収益合計 162,902

営業外費用  

支払利息 119,100

有価証券売却損 40,097

その他 41,660

営業外費用合計 200,858

経常損失（△） △675,843

特別利益  

固定資産売却益 391

償却債権取立益 11,877

その他 11

特別利益合計 12,279

特別損失  

固定資産売却損 1,793

固定資産除却損 787

たな卸資産評価損 76,973

投資有価証券評価損 21,036

特別損失合計 100,591

税金等調整前四半期純損失（△） △764,155

法人税等 72,092

四半期純損失（△） △836,248
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △683,831

減価償却費 556,068

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,037

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,919

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,360

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △10,252

受取利息及び受取配当金 △30,499

支払利息 119,100

有価証券売却損益（△は益） 39,997

固定資産売却損益（△は益） 1,402

投資有価証券評価損益（△は益） 21,036

固定資産除却損 787

売上債権の増減額（△は増加） 2,355,778

破産更生債権等の増減額（△は増加） 31,691

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,877,149

仕入債務の増減額（△は減少） 393,504

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,184,396

リース前受収益の増減額（△は減少） 73,918

その他の流動資産の増減額（△は増加） △115,117

その他の流動負債の増減額（△は減少） △468,636

その他の固定資産の増減額（△は増加） 16,008

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,225

小計 1,558,769

利息及び配当金の受取額 30,499

利息の支払額 △122,092

法人税等の支払額 △100,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,366,929

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △22,375

定期預金の払戻による収入 10,000

有価証券の取得による支出 △7,741

有価証券の売却による収入 66,387

有形固定資産の取得による支出 △319,147

有形固定資産の売却による収入 126,857

無形固定資産の取得による支出 △6,500

長期貸付けによる支出 △825

長期貸付金の回収による収入 13,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,703
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △764,155

減価償却費 556,068

貸倒引当金の増減額（△は減少） 59,287

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,919

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,063

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,360

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △10,252

受取利息及び受取配当金 △30,499

支払利息 119,100

有価証券売却損益（△は益） 39,997

固定資産売却損益（△は益） 1,402

投資有価証券評価損益（△は益） 21,036

固定資産除却損 787

売上債権の増減額（△は増加） 2,436,102

破産更生債権等の増減額（△は増加） △48,632

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,877,149

仕入債務の増減額（△は減少） 393,504

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,184,396

リース前受収益の増減額（△は減少） 73,918

その他の流動資産の増減額（△は増加） △115,117

その他の流動負債の増減額（△は減少） △468,636

その他の固定資産の増減額（△は増加） 16,008

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,225

小計 1,558,769

利息及び配当金の受取額 30,499

利息の支払額 △122,092

法人税等の支払額 △100,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,366,929

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △22,375

定期預金の払戻による収入 10,000

有価証券の取得による支出 △7,741

有価証券の売却による収入 66,387

有形固定資産の取得による支出 △319,147

有形固定資産の売却による収入 126,857

無形固定資産の取得による支出 △6,500

長期貸付けによる支出 △825

長期貸付金の回収による収入 13,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △139,703
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