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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 92,473 ― 856 ― △399 ― △1,741 ―

20年3月期第3四半期 110,257 ― △4,042 ― △4,970 ― △3,941 ―

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 △3.72 ―

20年3月期第3四半期 △9.96 ―

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 111,584 15,866 14.2 △12.20

20年3月期 134,196 17,643 13.1 △30.10

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,862百万円 20年3月期  17,639百万円

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  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 160,000 1.7 4,300 ― 2,400 ― 1,000 ― 2.03

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  無  

(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 をご覧下さい。  

(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 
1．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、本資料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、今後様々
な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
2．平成21年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益の算出には、平成21年１月１日から平成21年１月31日までに優先株式の取得請求により発行した普通株式
5,708,796株を含めた期中平均株式数を使用しています。 
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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)を使用しています。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準
じて記載しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  535,061,592株 20年3月期  417,422,258株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  7,957,486株 20年3月期  7,918,059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  471,418,934株 20年3月期第3四半期  396,591,163株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融危機による景気後退の影響によって急
速に悪化しており、当期、来期と２年連続のマイナス成長が懸念されるなど、景気の低迷は深刻かつ長期
化の様相を呈しています。国内建設市場につきましても、企業収益や資金調達環境の悪化に伴い民間建設
投資が大幅に減少していること、また公共投資が低調に推移していること等により一段と厳しい情勢とな
っています。 
当社は、このような経営環境の認識の下、平成20年４月に発表した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」を

鋭意推進し経営の安定を図っています。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は924億円（前年同四半期連

結累計期間比16.1％減）、営業利益は８億円（前年同四半期連結累計期間は40億円の損失）、経常損益は
３億円の損失（前年同四半期連結累計期間は49億円の損失）、四半期純損益は17億円の損失（前年同四半
期連結累計期間は39億円の損失）となりました。 
なお、当社グループの売上高は、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する傾

向にあることから、第３四半期連結累計期間の売上高の割合が低くなるという季節的変動があります。 
  
  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が1,115億円となり、前連結会計年度末に比べ226億
円減少しております。 
主な増減内容は、資産については受取手形・完成工事未収入金等が237億円減少し、負債については支

払手形・工事未払金等が240億円減少しております。 
純資産については158億円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比較して1.1ポイント増加し、

14.2％となりました。 
  
  

当社グループは、一段と厳しさを増す建設業を取り巻く環境に対応するため、中期３ヵ年計画の実施を
着実に推し進めております。従いまして、通期の連結業績予想につきましては、平成20年８月８日に発表
した業績予想を据え置くこととしました。 

  
  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

(四半期財務諸表に関する会計基準) 
第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19

年３月14日)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 平
成19年３月14日)を適用しております。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に
準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて記載しております。 

  
(リース取引に関する会計基準) 

第１四半期連結会計期間より「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))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))を早期適用しており、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
しております。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
は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常損失に与える影響は軽微であり、税金等

調整前四半期純損失は４百万円増加しております。 

【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

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：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 6,203 10,689

受取手形・完成工事未収入金等 49,794 73,528

未成工事支出金等 19,936 10,973

たな卸不動産 1,661 1,993

その他 11,773 16,312

貸倒引当金 △1,604 △1,733

流動資産合計 87,766 111,763

固定資産   

有形固定資産 14,649 14,588

無形固定資産 697 774

投資その他の資産   

その他 11,811 9,445

貸倒引当金 △3,356 △2,416

投資その他の資産合計 8,455 7,028

固定資産合計 23,803 22,391

繰延資産 14 41

資産合計 111,584 134,196
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 38,290 62,302

短期借入金 26,024 16,091

未成工事受入金 10,053 9,774

預り金 11,835 13,750

完成工事補償引当金 742 771

工事損失引当金 1,260 3,565

その他 1,490 2,746

流動負債合計 89,699 109,002

固定負債   

退職給付引当金 5,544 5,769

その他 474 1,781

固定負債合計 6,018 7,550

負債合計 95,717 116,553

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,519 5,519

資本剰余金 13,500 25,015

利益剰余金 △1,851 △11,623

自己株式 △1,355 △1,355

株主資本合計 15,814 17,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46 77

為替換算調整勘定 2 5

評価・換算差額等合計 48 82

少数株主持分 3 4

純資産合計 15,866 17,643

負債純資産合計 111,584 134,196
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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 90,999

開発事業等売上高 1,473

売上高合計 92,473

売上原価  

完成工事原価 85,662

開発事業等売上原価 991

売上原価合計 86,653

売上総利益  

完成工事総利益 5,337

開発事業等総利益 482

売上総利益合計 5,819

販売費及び一般管理費 4,963

営業利益 856

営業外収益  

受取利息 36

為替差益 27

その他 70

営業外収益合計 133

営業外費用  

支払利息 440

退職給付会計基準変更時差異の処理額 448

その他 500

営業外費用合計 1,390

経常損失（△） △399

特別利益  

償却債権取立益 29

割増退職金戻入額 47

その他 0

特別利益合計 78

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,253

その他 38

特別損失合計 1,291

税金等調整前四半期純損失（△） △1,612

法人税、住民税及び事業税 128

法人税等合計 128

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △1,741
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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（△） △1,612

減価償却費 495

貸倒引当金の増減額（△は減少） 827

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,305

退職給付引当金の増減額（△は減少） △225

受取利息及び受取配当金 △51

負ののれん償却額 △26

支払利息 440

為替差損益（△は益） 46

投資有価証券評価損益（△は益） 6

売上債権の増減額（△は増加） 21,290

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △8,959

たな卸不動産の増減額（△は増加） 332

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,627

未収入金の増減額（△は増加） 6,228

その他の資産の増減額（△は増加） △224

仕入債務の増減額（△は減少） △23,969

未成工事受入金の増減額（△は減少） 279

預り金の増減額（△は減少） △1,914

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,208

その他の負債の増減額（△は減少） △44

その他 △1

小計 △12,220

利息及び配当金の受取額 46

利息の支払額 △535

法人税等の支払額 △168

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,878

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 60

有形固定資産の取得による支出 △203

無形固定資産の取得による支出 △86

投資有価証券の取得による支出 △59

投資有価証券の売却による収入 36

貸付けによる支出 △12

貸付金の回収による収入 85

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △181

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） 11,339

長期借入金の返済による支出 △2,677

その他 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,642

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,486

現金及び現金同等物の期首残高 10,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,203

飛島建設㈱（1805）　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 平成19年３月14日)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 平成19年３月14日)を

適用しております。また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設

業法施行規則」に準じて記載しております。 
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(4) 継続企業の前提に関する注記

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)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 当社グループは、前連結会計年度において8,520百万

円の営業損失及び17,078百万円のマイナスの営業キャ

ッシュ・フローを計上、また平成14年３月期以降財務

リストラ等により７期連続で当期純損失を計上した。

当第３四半期連結累計期間の業績については、営業利

益８億円を計上したものの、第１四半期における㈱ゼ

ファーの民事再生手続き開始に伴う貸倒引当金の設定

等により四半期純損失(累計)17億円、また、デベロッ

パーの破綻等による工事収支の悪化に伴い128億円のマ

イナスの営業キャッシュ・フローを計上した。当該状

況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ている。

 現状、平成20年４月に策定した「中期３ヵ年計画」

の骨子たる「さらなる選択と集中による利益の極大

化」と「経営・組織体制の刷新と経営資源の再配分」

等を着実に実行しており、通期業績については上記四

半期純損失を今後の営業利益の増加等により吸収でき

るものと判断している。土木事業の当第３四半期累計

期間の受注高は前年同期を上回るものの厳しい受注環

境により442億円に留まったが、案件が集中する第４四

半期において計画達成を目指す。建築事業は首都圏へ

の経営資源の投入を最優先し、不動産市況の悪化に伴

い民間住宅分野を絞り込んだ結果、当第３四半期累計

期間の受注高は444億円と、前年同期比203億円の減少

となった。しかし、注力しているリニューアル工事の

受注高は239億円と、前年同期比98億円増加し順調に推

移している。

 第１四半期において計画した、組織体制の改変等も

着実に実行し、また従業員の削減についてもほぼ予定

通り実行した結果、販売費及び一般管理費等の経費は

年間16億円規模の削減が見込まれる。これらにより土

木・建築事業別の採算性が確保でき、今後ますます厳

しさを増す業界の環境変化に対しても機動的に対応で

きる体制となった。更に、今後も積極的に新たなビジ

ネスチャンスへの挑戦を行うとともに、厳しい市場環

境や業界環境に対応した施策として当第３四半期にお

いては、官庁建築分野の受注強化を図るために総合評

価方式に対応する人員増強等を実施した。

 また、サブプライム・ローン問題に端を発した世界

的金融不安、株価の低迷、景気後退並びにデベロッパ

ーの信用不安等、本中期３ヵ年計画を阻害する経済環

境要因は更に厳しさを増している。特に、相次ぐデベ

ロッパーの破綻に対しては全社的なリスク管理体制を

強化して取り組んでおり、商事留置権の行使等による

工事債権の保全回収、事業継承者との工事請負契約の

再締結等の対応によりリスクの最小化を図っている。

 以上に加え、本中期３ヵ年計画の遂行状況に関して

は、主な金融機関様には引続きご理解を戴いており、

当期での経常利益の確保見込みと当第３四半期末純資

産158億円の状況からは、今後も平成21年10月に満期を

迎える財務制限条項付シンジケーション方式タームロ

ーンの更新を含む必要資金等の確保が可能であり、向

こう１年間の事業継続に懸念はないと判断している。

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成し

ており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映していない。

 当社グループは、当連結会計年度において8,520百万

円の営業損失及び17,078百万円のマイナスの営業キャ

ッシュ・フローを計上、また平成14年３月期以降財務

リストラ等により７期連続で当期純損失を計上した。

当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。

 当連結会計年度の赤字要因は特定案件の損失、建築

基準法改正等の影響、資機材の高騰等、多くが一過性

のものであり、また、マイナスの営業キャッシュ・フ

ロー計上の主な要因は赤字決算及び官庁工事減少、マ

ンション比率増加等による工事収支の悪化によるもの

である。

 当社は、上記状況に対応するため、また昨今の市場

環境等を踏まえ、①新たな事業環境に対応した中期経

営計画の策定、②新たなビジネスチャンスへの挑戦、

③安定した資金の確保等を中心とした施策を実行する

ことにより経営の安定を図っていく所存である。

 新たに作成した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」

は、外部環境認識、当連結会計年度赤字決算となった

主要因、当連結会計年度までの事業戦略の再評価等を

踏まえ策定し、「さらなる選択と集中による利益の極

大化」と「経営・組織体制の刷新と経営資源の再配

分」を基本方針としている。土木事業は官庁工事の総

合評価方式対応体制を一層強化し、得意工種（ダム・

トンネル等）に絞り込む。建築事業は首都圏に最優先

で経営資源を投入するとともに、民間住宅分野を絞り

込み、高採算のリニューアル分野の拡大を進める。

 組織体制は土木・建築事業ごとの利益管理の徹底と

効率性の向上を目的に、土木・建築事業の分離と地域

ブロック化を実施する。11支店41営業所を６支社25営

業所体制に、従業員については本年６月末を目処に200

人規模の早期退職優遇制度を実施し1,500人体制とし、

販売費及び一般管理費等の経費は前年度比18億円削減

する計画である。これにより土木・建築事業別の採算

性が確保出来るとともに、今後ますます厳しさを増す

業界の環境変化に対しても機動的に対応できる体制と

した。更に、今後も積極的に新たなビジネスチャンス

への挑戦を実施し、厳しい市場環境や業界環境に対応

した施策を検討する。

 なお、当連結会計年度末における自己資本比率も

13.1％を確保、有利子負債は自己資本を下回り、有利

子負債月商倍率も1.3倍と適正水準を維持している。

 一方、金利上昇、サブプライム・ローン問題、原油

高騰等の本計画を阻害する経済環境要因も考えられる

が、本中期３ヵ年計画を含め当社の状況については、

主な金融機関様にはご理解を戴いており、必要資金等

については今後も従来通りご支援を戴けるものと考え

ている。したがって、次期についての資金不足は生じ

ないものと判断している。

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成してお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映していない。
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該当事項はありません。 

  

  

(要約) 前四半期連結損益計算書 

 
  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

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)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高

   完成工事高 109,404

   開発事業等売上高 853

    売上高計 110,257

Ⅱ 売上原価

   完成工事原価 107,836

   開発事業等売上原価 557

    売上原価計 108,393

  売上総利益

   完成工事総利益 1,567

   開発事業等総利益 296

    売上総利益計 1,863

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,906

    営業損失 4,042

Ⅳ 営業外収益 325

Ⅴ 営業外費用 1,253

    経常損失 4,970

Ⅵ 特別利益 1,252

Ⅶ 特別損失 45

   税金等調整前四半期純損失 3,763

   法人税、住民税及び事業税 177

   少数株主利益 0

   四半期純損失 3,941
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(注) ％表示は、対前年同四半期増減率を示している。 

  

（単位：百万円）

 
(注) （ ）内の％表示は、構成比率を示している。 

  

 
(注) ％表示は、対前期増減率を示している。 

  

当第３四半期累計期間における受注高について、土木事業は、公共事業の削減等により厳しい受注環
境が続いているものの、技術力が活かせる分野への選択と集中により、前年同四半期累計期間を上回る
受注高を確保いたしました。 
一方、建築事業は、前年同四半期累計期間を下回る受注高となりましたが、これは前年同四半期累計

期間が、好調な民需を背景とした国内民間分野の伸びや建築基準法改正前の駆け込み等の影響で大幅な
受注増となったためです。民間建築市場は昨年から激変しており、当社は首都圏に最優先で経営資源を
投入するとともに、民間住宅分野を絞り込む一方、リニューアル分野の拡大に注力しており、その結果
リニューアル工事の受注は239億円と前年同期比98億円増加し順調に推移しています。 
通期の個別受注予想につきましては、厳しい競争環境を踏まえつつ第４四半期の案件状況を慎重に検

討した結果、予想を据え置くことといたしました。 

  

６．四半期個別受注の概況

(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 90,052百万円 △ 4.0％

平成20年３月期第３四半期累計期間 93,765百万円 △ 6.3％

（参考）個別受注実績内訳

区      分

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

当第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減 増減率

建
設
事
業

土
木

国内官公庁 21,433 ( 22.8%) 27,519 ( 30.6%) 6,085 28.4%

国内民間 3,883 (  4.2%) 13,283 ( 14.7%) 9,399 242.0%

海 外 2,838 (  3.0%) 3,475 (  3.9%) 636 22.4%

計 28,156 ( 30.0%) 44,277 ( 49.2%) 16,121 57.3%

建
築

国内官公庁 5,126 (  5.5%) 12,490 ( 13.9%) 7,363 143.6%

国内民間 58,330 ( 62.2%) 30,863 ( 34.3%) △ 27,467 △ 47.1%

海 外 1,378 (  1.5%) 1,119 (  1.2%) △    259 △ 18.8%

計 64,835 ( 69.2%) 44,473 ( 49.4%) △ 20,362 △ 31.4%

合
計

国内官公庁 26,560 ( 28.3%) 40,010 ( 44.5%) 13,449 50.6%

国内民間 62,214 ( 66.4%) 44,146 ( 49.0%) △ 18,067 △ 29.0%

海 外 4,217 (  4.5%) 4,594 (  5.1%) 377 8.9%

計 92,992 ( 99.2%) 88,750 ( 98.6%) △  4,241 △ 4.6%

開発事業等 773 (  0.8%) 1,301 (  1.4%) 527 68.1%

合計 93,765 (100.0%) 90,052 (100.0%) △  3,713 △ 4.0%

(2) 個別受注予想

受注高

平成21年３月期通期予想 141,000百万円 △ 9.4％

平成20年３月期通期実績 155,569百万円 △ 2.5％

［個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報］
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