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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 101,318 ― 1,944 ― 1,767 ― 482 ―
20年3月期第3四半期 113,444 2.8 543 ― 335 ― 393 ―

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 3.09 ―
20年3月期第3四半期 2.52 ―

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 156,704 30,270 19.1 191.94
20年3月期 175,525 31,996 18.1 203.08

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  29,999百万円 20年3月期  31,752百万円

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 171,000 △5.5 2,600 23.4 1,900 38.6 800 18.4 5.12

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３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 
１．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は様々な要因の変化により、予想
数値と異なることがあります。 
２．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 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  156,689,563株 20年3月期  156,689,563株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  394,826株 20年3月期  336,023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  156,327,435株 20年3月期第3四半期  156,369,998株



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 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、急速な景気の冷え込みにより消費が低迷し、雇用不安や企

業業績への影響が顕著になる等、今もって景気回復の光は見えない状態にあります。 

  建設業界におきましても公共投資は継続的な減少を続け、民間企業における建設設備投資の見直しやデベロッパ

ーの破綻等があり、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。 

  このような中、当社グループの当第３四半期連結累計期間における連結業績につきましては、売上高が通期業績

予想の約59％にあたる101,318百万円となりました。これは売上高の大部分を占める完成工事高の計上が第４四半

期に集中するためであり、概ね予定通りの達成率です。一方、販売費及び一般管理費は恒常的に発生するため、通

期見通しの約70％にあたる5,567百万円となりました。また、営業利益については1,944百万円となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として工事の完成引渡しが第４四半期に偏る傾向があり、業績

に季節的変動があります。  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ18,821百万円減少し156,704百万円

となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少19,661百万円、未成工事支出金の増加7,875百

万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ17,095百万円減少し126,434百万円となりました。主な要因は、

支払手形・工事未払金等の減少10,571百万円、未成工事受入金の減少2,845百万円です。純資産合計は、前連結会

計年度末に比べ1,726百万円減少し30,270百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少

2,229百万円、利益剰余金の増加290百万円です。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、9,614百万円となりました。各活動によるキャッ

シュ・フローの状況は、次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 売上債権の減少19,135百万円などによる資金の増加要因がありましたが、仕入債務の減少10,571百万円、未成

工事支出金の増加7,875百万円、その他の資産の増加4,410百万円、未成工事受入金の減少2,845百万円などによ

る資金の減少があり、営業活動によるキャッシュ・フローは△7,943百万円となりました。 

（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600百万円、有形固定資産の取得による支出514百万円、投資有価証券の取得による

支出287百万円などにより、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,482百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入金の返済1,707百万円、社債の償還300百万円などによる支出、短期借入金の増加1,200百万円、長期

借入れによる収入600百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは△222百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、不動産市況や民間投資は悪化の傾向にあり、建築部門の競争激化は避けられない

状況にあります。しかし、第３四半期連結累計期間までの利益改善、及び当社の得意分野である鉄道工事への取り

組み強化施策等により、業績予想については達成可能な見通しであり、現時点において平成20年５月15日に公表し

ました通期の業績予想に変更はありません。  

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） 

 該当事項はありません。 



（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 

簡便な会計処理 

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 

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しています。 

  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  

繰延税金資産の回収可能性の判断は、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ため、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

ングを利用しています。 

  

（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・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ていましたが、「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））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））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

ています。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います。 

 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によっています。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  



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 10,714 20,016

受取手形・完成工事未収入金等 62,062 81,723

有価証券 0 2

販売用不動産 3,127 3,524

未成工事支出金 19,650 11,774

不動産事業支出金 1,344 1,334

その他のたな卸資産 1,437 646

繰延税金資産 2,815 3,526

その他 6,447 1,987

貸倒引当金 △11 △16

流動資産合計 107,588 124,519

固定資産   

有形固定資産 21,401 21,509

無形固定資産 210 169

投資その他の資産   

投資有価証券 20,597 24,068

繰延税金資産 4,472 2,818

その他 6,339 5,811

貸倒引当金 △3,906 △3,369

投資その他の資産計 27,503 29,327

固定資産合計 49,115 51,006

資産合計 156,704 175,525



（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 33,494 44,066

短期借入金 37,401 36,520

1年内償還予定の社債 600 600

1年内償還予定の転換社債 4,728 4,728

未払金 8,373 11,114

未払法人税等 142 313

未成工事受入金 6,680 9,525

引当金 1,538 2,616

その他 9,175 8,610

流動負債合計 102,133 118,096

固定負債   

社債 8,600 8,900

長期借入金 3,978 4,766

再評価に係る繰延税金負債 3,381 3,408

退職給付引当金 7,979 7,895

引当金 63 136

負ののれん 119 191

その他 179 134

固定負債合計 24,300 25,432

負債合計 126,434 143,529

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,293 18,293

資本剰余金 5,329 5,329

利益剰余金 2,417 2,126

自己株式 △56 △50

株主資本合計 25,983 25,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,708 4,938

土地再評価差額金 1,306 1,114

評価・換算差額等合計 4,015 6,053

少数株主持分 270 243

純資産合計 30,270 31,996

負債純資産合計 156,704 175,525



（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 99,063

兼業事業売上高 2,254

売上高合計 101,318

売上原価  

完成工事原価 92,105

兼業事業売上原価 1,701

売上原価合計 93,807

売上総利益  

完成工事総利益 6,957

兼業事業総利益 553

売上総利益合計 7,511

販売費及び一般管理費 5,567

営業利益 1,944

営業外収益  

受取配当金 316

為替差益 12

その他 202

営業外収益合計 530

営業外費用  

支払利息 656

その他 51

営業外費用合計 707

経常利益 1,767

特別利益  

前期損益修正益 160

その他 36

特別利益合計 196

特別損失  

貸倒引当金繰入額 582

その他 321

特別損失合計 903

税金等調整前四半期純利益 1,060

法人税、住民税及び事業税 149

法人税等調整額 399

法人税等合計 548

少数株主利益 29

四半期純利益 482



（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利益 1,060

減価償却費 426

減損損失 82

負ののれん償却額 △71

貸倒引当金の増減額（△は減少） 531

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84

工事損失引当金の増減額（△は減少） △688

その他の引当金の増減額（△は減少） △463

受取利息及び受取配当金 △387

支払利息 656

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 153

有形固定資産売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 19,135

未成工事支出金の増減額（△は増加） △7,875

たな卸資産の増減額（△は増加） △172

その他の資産の増減額（△は増加） △4,410

仕入債務の増減額（△は減少） △10,571

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,845

その他の負債の増減額（△は減少） △2,248

その他 216

小計 △7,388

利息及び配当金の受取額 387

利息の支払額 △635

法人税等の支払額 △306

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,943

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △514

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △58

投資有価証券の取得による支出 △287

貸付けによる支出 △144

貸付金の回収による収入 81

定期預金の預入による支出 △600

その他 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,482

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） 1,200

長期借入れによる収入 600

長期借入金の返済による支出 △1,707

社債の償還による支出 △300

リース債務の返済による支出 △6

自己株式の増減額（△は増加） △6

少数株主への配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △222

現金及び現金同等物に係る換算差額 △252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,902

現金及び現金同等物の期首残高 19,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,614



 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（単位：百万円） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 113,444 

１完成工事高 110,129 

２その他事業売上高 3,315 

Ⅱ 売上原価 106,910 

１完成工事原価 104,470 

２その他事業売上原価 2,440 

売上総利益 6,533 

完成工事総利益  5,658 

その他事業総利益  875 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,990 

営業利益 543 

Ⅳ 営業外収益 510 

Ⅴ 営業外費用 719 

経常利益 335 

Ⅵ 特別利益 250 

Ⅶ 特別損失 353 

税金等調整前四半期
純利益 232 

税金費用 △180 

少数株主利益  20 

四半期純利益 393 



「参考」 

四半期個別財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

    （単位：百万円）

  
当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金預金 10,261 19,734

受取手形・完成工事未収入金等 61,247 80,025

有価証券 0 2

販売用不動産 3,127 3,524

未成工事支出金 19,276 11,605

兼業事業支出金 1,344 1,334

材料貯蔵品 1,436 644

繰延税金資産 2,787 3,475

その他 6,851 2,416

貸倒引当金 △11 △17

流動資産合計 106,321 122,747

固定資産    

有形固定資産 18,122 18,142

無形固定資産 194 165

投資その他の資産    

投資有価証券 20,569 24,038

繰延税金資産 4,424 2,772

その他 6,503 5,973

貸倒引当金 △3,906 △3,369

投資その他の資産計 27,591 29,414

固定資産合計 45,908 47,722

資産合計 152,230 170,470

     

 



（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

    （単位：百万円）

  
当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 30,149 39,901

短期借入金 36,601 35,690

社債(１年以内償還予定) 600 600

転換社債（１年以内償還予定） 4,728 4,728

未払金 10,132 13,144

未払法人税等 139 221

未成工事受入金 6,466 9,391

引当金 1,531 2,553

その他 9,093 8,514

流動負債合計 99,441 114,745

固定負債    

  社債 8,600 8,900

長期借入金 4,178 4,966

再評価に係る繰延税金負債 3,381 3,408

退職給付引当金 7,922 7,843

引当金 63 136

その他 45 3

固定負債合計 24,190 25,258

負債合計 123,631 140,003

純資産の部    

株主資本    

 資本金 18,293 18,293

 資本剰余金 5,289 5,289

 利益剰余金 1,057 881

 自己株式 △56 △50

  株主資本合計 24,583 24,414

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 2,708 4,937

土地再評価差額金 1,306 1,114

評価・換算差額等合計 4,015 6,051

純資産合計 28,598 30,466

負債純資産合計 152,230 170,470



（２）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  （単位：百万円）

  
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) 

売上高  

完成工事高 97,768

兼業事業売上高 1,590

売上高合計 99,359

売上原価  

完成工事原価 91,189

兼業事業売上原価 1,185

売上原価合計 92,374

売上総利益  

完成工事総利益 6,579

兼業事業総利益 405

売上総利益合計  6,984

販売費及び一般管理費 5,199

営業利益 1,785

営業外収益  

受取配当金 350

為替差益 12

その他 134

営業外収益合計 497

営業外費用  

支払利息 647

その他  51

営業外費用合計 699

経常利益 1,583

特別利益  

前期損益修正益 121

その他 35

特別利益合計 156

特別損失  

貸倒引当金繰入額 582

その他 320

特別損失合計 903

税引前四半期純利益 837

法人税、住民税及び事業税 92

法人税等調整額  378

法人税等合計  470

四半期純利益 367



前四半期に係る個別財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（単位：百万円） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 110,765 

１完成工事高 108,150 

２兼業事業売上高 2,614 

Ⅱ 売上原価 104,795 

１完成工事原価 102,913 

２兼業事業売上原価 1,882 

売上総利益 5,969 

完成工事総利益  5,237 

兼業事業総利益  731 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,630 

営業利益 338 

Ⅳ 営業外収益 479 

Ⅴ 営業外費用 711 

経常利益 107 

Ⅵ 特別利益 250 

Ⅶ 特別損失 353 

税引前四半期純利益 4 

税金費用 △260 

四半期純利益 265 



６．その他の情報 

（１）個別受注高 

 (注) パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

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

 (注) （ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  （２）個別受注予想 

 (注) パーセント表示は、前年同期比増減率  

  受注高 

 平成21年３月期第３四半期累計期間 78,901百万円 △19.0％

 平成20年３月期第３四半期累計期間 97,354百万円 16.6％

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 

官公庁 6,903 （ 7.1％） 10,564 （13.4％） 3,661  53.0％

民間 34,752 （35.7％） 24,772 （31.4％） △9,980  △28.7％

計 41,656 （42.8％） 35,336 （44.8％） △6,319  △15.2％

建 

築 

官公庁 2,217 （ 2.3％） 972 （ 1.2％） △1,244  △56.1％

民間 53,481 （54.9％） 42,592 （54.0％） △10,889  △20.4％

計 55,698 （57.2％） 43,564 （55.2％） △12,133  △21.8％

合 

計 

官公庁 9,120 （ 9.4％） 11,537 （14.6％） 2,416  26.5％

民間 88,234 （90.6％） 67,364 （85.4％） △20,870  △23.7％

計 97,354 （100.0％） 78,901 （100.0％） △18,453  △19.0％

  通 期 

 平成21年３月期予想 140,000百万円 △14.7％

 平成20年３月期実績 164,033百万円 6.1％
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