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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 20,267 ― 19 ― 9 ― △114 ―
20年3月期第3四半期 19,337 ― △113 ― 144 ― 86 ―

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 △5.02 ―
20年3月期第3四半期 3.78 ―

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 44,459 28,847 64.9 1,345.87
20年3月期 44,881 30,085 67.0 1,310.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  28,847百万円 20年3月期  30,085百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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  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 35,000 1.7 750 152.4 1,050 90.9 550 ― 24.19

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、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） 

※ 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。  

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  23,805,000株 20年3月期  23,805,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,370,904株 20年3月期  848,113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  22,734,568株 20年3月期第3四半期  22,972,098株
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（参考）個別業績予想 

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  
  
  
  
  

 平成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）

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 33,000 1.1 600 69.3 900 53.8 450 463.2 19.79
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危

機が世界的に波及し、金融市場・株式市場の混乱が強まるなど、国内景気の減速は一層強まりました。企

業業績へも大きく影響し、設備投資の削減や雇用問題を生じるなど景気の動向は不透明なまま推移いたし

ました。 

  このような経営環境のもと、当社および当社グループは提案型営業活動の展開などを積極的に推進し、

安定受注の確保や施工効率の向上などに注力してまいりました。 

  このような結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高は284億38百万円、売上高は202億67百万

円となりました。営業利益は19百万円、経常利益は９百万円となり、株式市場の低迷を受け、投資有価証

券評価損を計上したことにより四半期純損失１億14百万円となりました。 

  

（資産、負債および純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億21百万円減少し、444億59

百万円となりました。主な要因は、売上債権の回収等により、受取手形・完成工事未収入金等が46億19百

万円の減少となりましたが、現金預金が８億57百万円増加し、未成工事支出金が38億21百万円増加したこ

となどによるものです。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ８億16百万円増加し、156億12百万円となりました。主な要因

は、未成工事受入金が35億15百万円増加しましたが、支払手形・工事未払金等が15億32百万円減少し、短

期借入金が７億91百万円減少したことなどによるものです。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ12億38百万円減少し、288億47百万円となりました。主な要因

は、自己株式の取得による減少４億34百万円、その他有価証券評価差額金が４億24百万円減少したことな

どによるものです。 

  

今後の見通しといたしましては、国内景気の減速は一層強まると予想され、金融不安の拡がりによる株

式・為替市場の混乱や企業収益の悪化による、設備投資の抑制や雇用問題など厳しい局面が予想されま

す。 

  建設業界におきましても、公共工事は国や地方の予算抑制により回復の兆しは見えず、民間工事におい

ても設備投資の冷え込みにより、受注環境は一段と厳しいものが予想されます。 

  このような状況を踏まえ、通期の業績予想といたしましては、売上高350億円、営業利益７億50百万

円、経常利益10億５百万円、当期純利益５億50百万円を見込んでおります。 

  

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①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 

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想

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。 

  

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当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③当第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年

６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指

針第16号)を早期に適用し、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

存価額を零として算定する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に23百万円計上されてお

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

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
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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 7,457,681 6,600,409

受取手形・完成工事未収入金等 9,912,055 14,532,026

有価証券 2,595,955 1,898,320

未成工事支出金 9,533,560 5,711,751

その他 1,635,106 1,614,970

貸倒引当金 △47,453 △151,465

流動資産合計 31,086,907 30,206,012

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,772,432 3,772,258

その他（純額） 1,992,252 2,069,778

有形固定資産合計 5,764,685 5,842,036

無形固定資産 109,646 141,360

投資その他の資産   

投資有価証券 3,151,968 3,998,604

投資不動産（純額） 3,691,580 3,711,637

その他 1,165,040 1,502,690

貸倒引当金 △510,000 △521,000

投資その他の資産合計 7,498,590 8,691,933

固定資産合計 13,372,921 14,675,329

資産合計 44,459,829 44,881,342

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,269,692 8,801,714

短期借入金 265,050 1,056,488

未払法人税等 94,452 15,976

未成工事受入金 6,627,459 3,111,692

引当金 33,000 33,000

その他 665,626 869,037

流動負債合計 14,955,281 13,887,909

固定負債   

役員退職慰労引当金 250,313 276,785

その他 406,627 630,874

固定負債合計 656,941 907,660

負債合計 15,612,223 14,795,569
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,069

利益剰余金 26,332,105 26,745,430

自己株式 △946,149 △511,285

株主資本合計 28,583,207 29,431,464

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 226,590 650,600

為替換算調整勘定 37,808 3,707

評価・換算差額等合計 264,398 654,307

純資産合計 28,847,606 30,085,772

負債純資産合計 44,459,829 44,881,342
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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 20,267,255

売上原価 17,924,155

売上総利益 2,343,100

販売費及び一般管理費 2,323,826

営業利益 19,274

営業外収益  

受取利息 25,742

受取配当金 52,652

受取地代家賃 332,971

持分法による投資利益 37,696

その他 84,697

営業外収益合計 533,760

営業外費用  

支払利息 15,018

為替差損 404,946

不動産賃貸費用 74,896

その他 48,757

営業外費用合計 543,619

経常利益 9,415

特別利益  

貸倒引当金戻入額 105,020

その他 8,464

特別利益合計 113,484

特別損失  

投資有価証券評価損 134,010

その他 2,815

特別損失合計 136,826

税金等調整前四半期純損失（△） △13,925

法人税等 100,170

四半期純損失（△） △114,096
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

1.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 

                        (単位:千円) 

 
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

科  目

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高

    完成工事高 19,337,082

Ⅱ 売上原価

    完成工事原価 17,214,261

   売上総利益

    完成工事総利益 2,122,821

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,235,968

   営業損失(△) △ 113,147

Ⅳ 営業外収益 503,301

Ⅴ 営業外費用 246,082

   経常利益 144,071

Ⅵ 特別利益 43,237

Ⅶ 特別損失 5,907

   税金等調整前四半期純利益 181,401

   税金費用 94,504

   四半期純利益 86,897
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 (1) 連結受注実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

  

 (2) 連結売上実績 

                                     (単位：千円、％) 

6. 平成21年３月期第３四半期累計期間の受注及び販売の実績

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 20,974,612 73.7 20,587,479 82.0 387,133 1.9

電力工事 6,016,858 21.2 2,926,581 11.6 3,090,276 105.6

空調給排水工事 953,833 3.4 876,608 3.5 77,225 8.8

機器製作 493,169 1.7 729,730 2.9 △ 236,560 △ 32.4

合計 28,438,474 100.0 25,120,399 100.0 3,318,075 13.2

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 15,326,263 75.6 14,399,740 74.5 926,522 6.5

電力工事 3,153,144 15.6 3,335,011 17.2 △ 181,867 △ 5.5

空調給排水工事 1,361,873 6.7 1,036,201 5.4 325,672 31.4

機器製作 425,974 2.1 566,128 2.9 △ 140,154 △ 24.8

合計 20,267,255 100.0 19,337,082 100.0 930,173 4.8
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