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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） 

（注）21年3月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ
ん。  

(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 215,166 ― 530 ― △1,749 ― △1,583 ―
20年3月期第3四半期 235,194 1.1 4,070 △10.8 3,453 △14.1 5,771 41.7

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 △4.20 ―
20年3月期第3四半期 15.31 15.27

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 217,637 33,576 13.9 △21.55
20年3月期 208,733 36,614 16.5 △15.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  30,189百万円 20年3月期  34,488百万円

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  

 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、2ページ「種類株
式の配当の状況」をご覧ください。  

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 ― 1.00 1.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 336,000 △4.0 7,300 △28.7 4,400 △48.3 3,900 △63.3 10.34

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）  有  

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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、4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、4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） 

（注）1株当たり四半期純利益等の算定上の基礎となる株式数については、2ページ（参考）1株当たり情報の算定をご覧ください。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)平成20年5月14日に公表しました業績予想を修正しております。詳細は、当社が本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
(2)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断出来る一定の前提に基づいており、実際の 
  業績等は様々な要因により大きく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規則」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」に準じて記載しております。  

新規 1 社 （社名 さくら坂特定目的会社 ） 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 有

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  30,463,619株 20年3月期  30,457,619株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  197,968株 20年3月期  54,811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  377,076,764株 20年3月期第3四半期  377,107,466株



「種類株式の配当の状況」 
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 

 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 

 
Ｃ種優先株式 

円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

20 年 3 月期 
優先配当金 
参加条項による配当金 

 
－ 
－ 

  
0.00 
0.00  

 
－ 
－ 

   
228.82  
39.00   

228.82 
39.00  

21 年 3 月期 
 優先配当金 
 参加条項による配当金 

 － 
－ 

0.00  
0.00  

－ 
－ 

  

21 年 3 月期（予想） 
 優先配当金 
 参加条項による配当金 

 
 

 
 

0.00  
0.00  

0.00 
0.00 

(注)１株当たり配当金は銭未満を四捨五入しております。 
 
 
 
21 年 3 月期の個別業績予想（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） 
 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 300,000  △3.3 6,900 △25.4 4,500 △43.4 3,900 △61.3 10.34  

(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 有 

 

 

（参考）１株当たり情報の算定 

 

1．平成 21 年 3 月期第 3四半期の連結業績 

  ・1 株当たり四半期純利益 

 四半期純利益△1,583 百万円 

 普通株式の期中平均株式数（自己株式控除後）30,369 千株 

＋Ｃ種優先株式の転換仮定方式に準じて算定される普通株式増加数 346,706 千株（期中平均） 

 

= △4.20 円 

 

  ・1 株当たり純資産 

 純資産 33,576 百万円－Ｃ種優先株式払込額 38,311 百万円－少数株主持分 3,387 百万円 

 期末の普通株式数（自己株式控除後）30,265 千株 

＋Ｃ種優先株式の転換仮定方式に準じて算定される普通株式増加数 346,706 千株（期末） 

=△21.55 円 

 

3．平成 21 年 3 月期の連結業績予想 

  ・1 株当たり当期純利益（予想） 

 当期純利益 3,900 百万円 

 普通株式の期中平均株式数（自己株式控除後）30,369 千株 

＋Ｃ種優先株式の転換仮定方式に準じて算定される普通株式増加数 346,706 千株（期中平均） 

 

= 10.34 円 

 

（注）株式数は千株未満を切捨てて表示しています。 

 



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が悪化を続けており、設備投資も大幅に減少する中、

雇用・所得環境が厳しさを増していることから個人消費は弱まるなど、景気は大幅に悪化しております。 

 建設業界におきましては、引き続き政府建設投資が減少する中、民間建設投資においても景気悪化に伴い民間建設

需要が減退しております。依然として受注競争は厳しく、経営環境は一段と厳しい状況で推移しました。 

 こうした状況の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、主力である建設事業の完成

工事高が第４四半期に著しく多くなる季節的変動があり、一方で、販売費及び一般管理費は、期間経過に応じて支出

されることから、売上高2,152億円（前年同期比8.5％減）、営業利益５億円（前年同期比87.0％減）、経常損失17億

円（前年同期：経常利益35億円）、四半期純損失16億円（前年同期：四半期純利益58億円）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 受注工事高は2,491億円となりました。このうち主な建設事業会社である当社の受注工事高は、主力である民間建

築工事が増加したことにより2,285億円（前年同期比15.3％増）となりました。その内訳は、建築工事1,931億円（前

年同期比16.1％増）、土木工事353億円（前年同期比11.1％増）であります。 

 主に当社の工事完成基準による完成工事高が前年同期に比べ減少したことにより、完成工事高は2,053億円、営業

利益は24億円となりました。 

 また、建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四

半期から第３四半期毎の連結会計期間における完成工事高に比べ第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多く

なるといった季節的変動があります。 

（開発事業） 

 主に当社の等価交換事業等による売上高が不動産市況の低迷の影響を受けて前年同期に比べ減少したことにより、

売上高は42億円、営業利益は30百万円となりました。 

（その他の事業） 

 連結子会社における建物管理事業を中心に売上高は57億円、営業利益は４億円となりました。 

  

（注）（ ）内の前年同期比増減率および前年同期の金額は参考として記載しております。 

①資産、負債および純資産の状況 

 当社グループの当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に工事進捗に伴う運転資金需要による現

金預金の減少316億円、未成工事支出金の増加233億円、受取手形・完成工事未収入金等の増加91億円および販売用

不動産の増加59億円等により、前期末比89億円増加の2,176億円となりました。 

 負債につきましては、支払手形・工事未払金等の減少119億円、未成工事受入金の増加170億円および運転資金借

入れによる短期借入金の増加50億円等により、前期末比119億円増加の1,841億円となりました。 

 純資産につきましては、配当金の支払24億円、四半期純損失16億円の計上および少数株主持分の増加13億円等に

より、前期末比30億円減少の336億円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は13.9％となり、前期末比2.6ポイント低下しました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の増加170億円等による収

入があったものの、未成工事支出金の増加233億円、仕入債務の減少119億および売上債権の増加91億円等による支

出があったことにより、358億円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増加による支出10億円等により、13億円の支出となりまし

た。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払24億円ならびに運転資金借入れによる短期借入金の増加50

億円、連結子会社の長期借入れによる収入16億円および少数株主からの払込みによる収入14億円等により、55億円

の収入となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間において327億円の資金の減少となり、現金及び現金同等物の四半期

末残高は258億円となりました。 

  

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 



 当社グループを取り巻く事業環境は、景気悪化に伴い民間建設需要が減退しており、建設投資は減少が予測されま

す。そのような状況下、依然として受注競争は厳しく、経営環境は一段と厳しい状況が予測されます。 

 最近の業績動向を踏まえ、平成20年５月14日に公表しました業績予想を修正いたしました。詳細は、当社が本日公

表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

当社は、平成20年９月25日、当社の歪な資本構成が解消されること、迅速な経営革新が実現できることなどか

ら、当社の親会社である有限会社フジタ・ホールディングスによる当社株式等の公開買付けに賛同しました。公開買

付けの結果、同社の保有する当社普通株式は発行済普通株式総数の約89.5％となりました。当社普通株式は、現在、

東京証券取引所市場第二部に上場しておりますが、同社は当社を完全子会社とする方針であり、今後の手続により当

社が同社の完全子会社となった場合には、当社普通株式は株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に従い所定の

手続を経て上場廃止となる見込みです。 

 第２四半期連結会計期間において、さくら坂特定目的会社が発行した優先出資証券を当社が引き受けたことに

伴い、同社は当社の特定子会社に該当することとなりました。 

①簡便な会計処理 

 一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用しております。 

 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きましては、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。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

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 

（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 

会計処理基準に関する事項の変更 

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）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

務諸表規則」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」に準じて記載しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  

 通常の販売目的で保有する販売用不動産およびその他のたな卸資産につきましては、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は173百万円減少し、経常損失は173百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は

230百万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。 

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・リース取引につきましては、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））および「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日以降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。これによる損益に

与える影響はありません。なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 



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 30,556 62,190

受取手形・完成工事未収入金等 91,353 82,271

販売用不動産 11,495 5,569

未成工事支出金 33,137 9,816

その他のたな卸資産 2,285 1,735

その他 17,192 15,282

貸倒引当金 △76 △162

流動資産合計 185,944 176,704

固定資産   

有形固定資産 21,045 21,382

無形固定資産 445 526

投資その他の資産   

投資有価証券 4,506 4,828

長期貸付金 4,882 4,944

その他 7,116 6,816

貸倒引当金 △6,301 △6,470

投資その他の資産合計 10,203 10,119

固定資産合計 31,693 32,028

資産合計 217,637 208,733



（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 106,917 118,862

短期借入金 5,244 244

1年内償還予定の社債 1,500 －

未払法人税等 242 479

未成工事受入金 34,311 17,345

引当金 1,744 2,769

その他 9,391 8,294

流動負債合計 159,352 147,995

固定負債   

社債 2,300 3,800

長期借入金 4,136 2,659

退職給付引当金 12,991 12,584

事業再構築引当金 4,327 4,327

その他の引当金 193 －

その他 761 752

固定負債合計 24,709 24,123

負債合計 184,061 172,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,002 14,001

資本剰余金 3,215 3,216

利益剰余金 13,107 17,101

自己株式 △49 △21

株主資本合計 30,275 34,297

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △129 110

繰延ヘッジ損益 △12 △31

為替換算調整勘定 56 112

評価・換算差額等合計 △86 191

少数株主持分 3,387 2,126

純資産合計 33,576 36,614

負債純資産合計 217,637 208,733



（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 205,276

開発事業等売上高 9,889

売上高合計 215,166

売上原価  

完成工事原価 190,936

開発事業等売上原価 8,997

売上原価合計 199,933

売上総利益  

完成工事総利益 14,340

開発事業等総利益 891

売上総利益合計 15,232

販売費及び一般管理費 14,701

営業利益 530

営業外収益  

受取利息 133

受取配当金 52

持分法による投資利益 16

その他 46

営業外収益合計 247

営業外費用  

支払利息 208

為替差損 1,316

退職給付会計基準変更時差異の処理額 750

その他 252

営業外費用合計 2,527

経常損失（△） △1,749

特別利益  

貸倒引当金戻入額 332

その他 1

特別利益合計 334

特別損失  

たな卸資産評価損 56

過年度役員退職慰労引当金繰入額 177

その他 31

特別損失合計 266

税金等調整前四半期純損失（△） △1,681

法人税等 80

少数株主損失（△） △178

四半期純損失（△） △1,583



（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（△） △1,681

減価償却費 777

貸倒引当金の増減額（△は減少） △254

退職給付引当金の増減額（△は減少） 406

受取利息及び受取配当金 △185

支払利息 208

為替差損益（△は益） 991

売上債権の増減額（△は増加） △9,104

未成工事支出金の増減額（△は増加） △23,320

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,535

仕入債務の増減額（△は減少） △11,922

未成工事受入金の増減額（△は減少） 16,968

その他 △1,810

小計 △35,462

利息及び配当金の受取額 187

利息の支払額 △200

法人税等の支払額 △309

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,785

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △1,038

有形固定資産の取得による支出 △308

有形固定資産の売却による収入 30

貸付けによる支出 △8

貸付金の回収による収入 70

その他 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,304

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） 5,000

長期借入れによる収入 1,600

長期借入金の返済による支出 △122

配当金の支払額 △2,410

少数株主からの払込みによる収入 1,440

その他 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,478

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,668

現金及び現金同等物の期首残高 58,499

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,830



 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規則」

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」に準じて記載しております。 

  

 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）  

 （注）１ 事業区分の方法 

日本標準産業分類および連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

開発事業  ：都市開発、地域開発等不動産開発全般に関する事業 

その他の事業：建築材料卸売事業、不動産管理事業他 

３ 会計処理の方法の変更 

 「４．その他（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」に記載の

とおり、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）を適用している。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第３四半期連結累計期間の営業

利益は、開発事業が173百万円減少している。  

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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略している。 

  

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） 

 （注）１ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国または地域は以下のとおり。 

アジア    ：中国、韓国 

その他の地域 ：中南米他 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
建設事業 
（百万円） 

開発事業 
（百万円） 

その他 
の事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  205,276  4,209  5,680  215,166 －  215,166

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 488  85  14,307  14,882  (14,882)     － 

計  205,765  4,294  19,988  230,048  (14,882)  215,166

営業利益  2,415  30  350  2,796  (2,265)  530

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,693  4,241  22,934

Ⅱ 連結売上高（百万円）     －     －  215,166

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  8.7  2.0  10.7

（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。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  
前年同四半期  

 （平成20年３月期第３四半期） 

 区分 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高   

完成工事高      216,460

開発事業等売上高  18,733

 売上高計  235,194

Ⅱ 売上原価   

完成工事原価   201,677

開発事業等売上原価  15,673

 売上原価計  217,350

売上総利益      

完成工事総利益  14,783

開発事業等総利益  3,060

 売上総利益計  17,843

Ⅲ 販売費及び一般管理費  13,772

営業利益  4,070

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  111

受取配当金  90

負ののれん償却額   22

持分法による投資利益  50

為替差益  130

その他  45

 営業外収益計  450

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  125

退職給付会計変更時差異 
償却額 

 750

その他  192

 営業外費用計  1,068

経常利益  3,453

Ⅵ 特別利益   

貸倒引当金戻入益  348

遅延損害金等  3,437

その他  7

 特別利益計  3,792

Ⅶ 特別損失   

減損損失  321

補償関連特別費用  890

その他  91

 特別損失計  1,303

税金等調整前四半期純利益  5,942

税金費用  193

少数株主損失（△） △22 

四半期純利益  5,771



 

６．その他 

「参考資料」 

１．四半期個別受注の概況 

（百万円未満切捨て） 

（１）個別受注実績 

 受注高 

21 年 3 月期第 3 四半期  228,468 百万円 15.3％

20 年 3 月期第 3 四半期  198,152 百万円 6.5％

(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、前年同期比増減率を示す。 

 

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

区      分 
前第 3 四半期 

自 平成 19. 4. 1 

至 平成 19.12.31 

当第 3 四半期 

自 平成 20. 4. 1 

至 平成 20.12.31 

比較増減 増減率 

国 内 官 公 庁 30,421 (15.3%) 29,296 (12.8%) △1,125 △3.7%

国 内 民 間 128,996 (65.1%) 151,563 (66.3%) 22,566 17.5%

海    外 6,914 (3.5%) 12,266 (5.4%) 5,351 77.4%

建

築 

計 166,333 (83.9%) 193,126 (84.5%) 26,792 16.1%

国 内 官 公 庁 13,228 (6.7%) 20,249 (8.9%) 7,020 53.1%

国 内 民 間 17,615 (8.9%) 13,403 (5.9%) △4,212 △23.9%

海    外 974 (0.5%) 1,689 (0.7%) 714 73.4%

土

木 

計 31,818 (16.1%) 35,342 (15.5%) 3,523 11.1%

国 内 官 公 庁 43,649 (22.0%) 49,545 (21.7%) 5,895 13.5%

国 内 民 間 146,612 (74.0%) 164,967 (72.2%) 18,354 12.5%

海    外 7,889 (4.0%) 13,955 (6.1%) 6,066 76.9%

 

 

 

建 

 

設 

 

事 

 

業 
合

計 

計 198,152 (100.0%) 228,468 (100.0%) 30,316 15.3%

(注) （ ）内のパーセント表示は、構成比率を示す。 

 

 

（２）個別受注予想 

 通 期 

21 年 3 月期予想 264,000 百万円 △12.1％

20 年 3 月期実績 300,268 百万円   7.6％

 (注) パーセント表示は、前年同期比増減率を示す。 

 

[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 四半期までの建設事業の個別受注実績は、主に主力である国内民間建築工事の受注が増加した

ことにより、前年同期比 15.3％増加の 228,468 百万円となりました。 

21 年 3 月期の個別受注予想は、景気悪化に伴う民間建設需要の減退を踏まえ、平成 20 年 5 月 14 日に

公表しました前回予想に比べて 43,000 百万円減少（△14.0％）の 264,000 百万円に修正いたしました。 



２．四半期個別業績の概要
(百万円未満切捨て)

 (１) 四半期個別損益計算書(要約)

前年同四半期 当第3四半期 前年同期比

(自 平成19年 4月 1日 (自 平成20年 4月 1日 増減 増減率
  至 平成19年12月31日)   至 平成20年12月31日)

売上高 210,892 192,119 △18,772 △8.9%

完成工事高 201,350 188,345 △13,004 △6.5%

建築 161,373 150,022 △11,351 △7.0%

土木 39,976 38,323 △1,653 △4.1%

開発事業等売上高 9,541 3,773 △5,768 △60.5%

売上総利益 15,351 13,480 △1,871 △12.2%

完成工事総利益 13,137 12,923 △214 △1.6%

建築 9,671 9,770 99 1.0%

土木 3,466 3,152 △313 △9.0%

開発事業等総利益 2,213 556 △1,656 △74.8%

売上総利益率 7.3% 7.0% △0.3% - 

完成工事総利益率 6.5% 6.9% 0.4% - 

建築 6.0% 6.5% 0.5% - 

土木 8.7% 8.2% △0.5% - 

開発事業等総利益率 23.2% 14.8% △8.4% - 

販売費及び一般管理費 11,497 12,253 755 6.6%

営業利益 3,853 1,227 △2,626 △68.2%

営業外収益 367 210 △156 △42.6%

営業外費用 900 2,308 1,408 156.5%

経常利益 3,320 △871 △4,191 - 

特別利益 3,738 331 △3,406 △91.1%

特別損失 1,301 231 △1,070 △82.2%

税引前四半期純利益 5,757 △770 △6,527 - 

法人税等 195 60 △135 △69.3%

四半期純利益 5,561 △830 △6,391 - 

 (２) 四半期個別貸借対照表(要約)

前事業年度末 当第3四半期末 前事業年度末比

(平成20年3月31日) (平成20年12月31日) 増減 増減率

流動資産 154,368 166,175 11,806 7.6%

固定資産 29,218 28,750 △468 △1.6%

資産合計 183,587 194,925 11,338 6.2%

流動負債 133,130 147,465 14,335 10.8%

固定負債 16,412 16,902 490 3.0%

資本金 14,001 14,002 0 0.0%

純資産 34,044 30,557 △3,487 △10.2%

負債純資産合計 183,587 194,925 11,338 6.2%

自己資本比率 18.5% 15.7% △2.8 - 

(注) 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
     を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に準拠して四半期個別財務諸表を作成し、「建設業
     法施行規則」に準じて記載しております。このため、四半期個別損益計算書の前年同期との比較は参考とし
     て記載しております。なお、四半期個別財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象となっておりません。
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