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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 21,408 ― △87 ― △95 ― △123 ―
20年3月期第3四半期 28,228 18.3 △450 ― △420 ― △181 ―

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 △11.01 ―
20年3月期第3四半期 △16.05 ―

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 32,768 5,456 16.7 491.03
20年3月期 32,978 5,653 17.1 500.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,456百万円 20年3月期  5,653百万円

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 ― 2.50 ― 1.50 4.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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 40,000 △16.4 530 ― 500 297.6 100 ― 8.85

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、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 
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。 
上記の予想は、本資料の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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があり
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  11,300,000株 20年3月期  11,300,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  187,190株 20年3月期  6,190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  11,261,559株 20年3月期第3四半期  11,294,454株
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 当第３四半期連結会計期間における国内外経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国金融危機による

世界的な信用収縮がリーマン・ショックにより更に混迷の度を深め、又、株式市場の暴落等により、足下の企業

収益は弱含んでおり景気の後退が鮮明となりました。   

  建設業界におきましても、景気後退による民間設備投資の減少や不動産市況の悪化の影響など、市場全体と

して厳しさを増す状況となりました。 

 このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては、前年同期に比べ大型工事の

完成が少なく、21,408百万円となりました。損益面では、営業損失87百万円、経常損失95百万円、四半期純損失

123百万円となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の形態として第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きいた

め、各四半期連結会計期間の業績に季節的変動があります。 

  

 （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の総資産は、未成工事支出金が増加しましたが、売上債権が大きく減少したこと

等により前連結会計年度末に比べ 209百万円減の32,768百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末

に比べ3,898百万円増の7,631百万円となりました。 

なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ197百万円減の5,462百万円となり、自己資本比率は16.7％となりまし

た。 

 （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は 2,148百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は 5,142百万円となりました。これは主に未成工事支出金の増加及び仕入債務

の減少によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は486百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は 3,859百万円となりました。これは主に短期借入金の増加によるものであり

ます。  

  

 平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、平成20年10月31日に公表いたしました業績予想に現時点で

変更はありません。 

  

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。 

  

   

記載すべき事項はありません。 

  

  

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 

（四半期財務諸表に関する会計基準等の適用） 

 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）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。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（以下、所有権移転

外ファイナンス・リース取引という）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おり

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計審議会第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日以後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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の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を引き続き使用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

㈱守谷商会（1798）平成21年３月期　第３四半期決算短信

3



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 3,259,400 4,913,080

受取手形・完成工事未収入金等 3,419,805 8,260,427

販売用不動産 577,281 264,867

未成工事支出金 16,951,767 10,666,297

その他 1,052,138 960,184

貸倒引当金 △132,665 △346,494

流動資産合計 25,127,727 24,718,363

固定資産   

有形固定資産 5,190,274 5,260,425

無形固定資産 42,207 42,372

投資その他の資産   

その他 3,596,216 4,191,701

貸倒引当金 △1,187,836 △1,234,303

投資その他の資産計 2,408,379 2,957,398

固定資産合計 7,640,862 8,260,196

資産合計 32,768,589 32,978,560

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 7,293,154 12,799,849

短期借入金 7,571,828 3,708,060

未払法人税等 19,750 38,979

未成工事受入金 9,488,056 6,882,924

賞与引当金 1,575 93,970

完成工事補償引当金 49,234 24,804

その他 203,431 750,962

流動負債合計 24,627,031 24,299,550

固定負債   

長期借入金 59,404 24,926

退職給付引当金 1,433,280 1,671,834

役員退職慰労引当金 － 111,104

入会保証預り金 1,169,114 1,201,300

その他 23,016 16,038

固定負債合計 2,684,815 3,025,203

負債合計 27,311,846 27,324,754
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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 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 2,499,407 2,640,305

自己株式 △23,124 △1,269

株主資本合計 5,529,913 5,692,665

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △73,169 △38,859

評価・換算差額等合計 △73,169 △38,859

純資産合計 5,456,743 5,653,806

負債純資産合計 32,768,589 32,978,560

㈱守谷商会（1798）平成21年３月期　第３四半期決算短信

5



（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 21,408,435

売上原価 19,972,331

売上総利益 1,436,104

販売費及び一般管理費 1,523,589

営業損失（△） △87,484

営業外収益  

受取利息 6,044

受取配当金 6,584

受取賃貸料 28,599

入会保証預り金償還益 22,150

その他 20,087

営業外収益合計 83,466

営業外費用  

支払利息 89,393

その他 2,103

営業外費用合計 91,497

経常損失（△） △95,516

特別利益  

役員退職慰労長期未払金債務免除益 45,076

その他 10,436

特別利益合計 55,513

特別損失  

投資有価証券評価損 109,525

貸倒引当金繰入額 45,210

その他 276

特別損失合計 155,012

税金等調整前四半期純損失（△） △195,014

法人税、住民税及び事業税 21,721

法人税等調整額 △92,780

法人税等合計 △71,058

四半期純損失（△） △123,956
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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（△） △195,014

減価償却費 108,056

退職給付引当金の増減額（△は減少） △238,553

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） △248,901

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,394

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 24,429

役員退職慰労長期未払金債務免除益 △45,076

投資有価証券評価損益（△は益） 109,525

受取利息及び受取配当金 △12,628

支払利息 89,393

売上債権の増減額（△は増加） 5,396,591

販売用不動産の増減額（△は増加） △312,413

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,285,470

仕入債務の増減額（△は減少） △5,506,695

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,605,132

その他 △324,886

小計 △4,987,906

利息及び配当金の受取額 13,671

利息の支払額 △132,882

法人税等の支払額 △35,604

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,142,721

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） △116,541

有形固定資産の取得による支出 △25,049

有形固定資産の売却による収入 759

投資有価証券の取得による支出 △337,264

投資有価証券の売却による収入 9,555

貸付金の回収による収入 1,388

その他 △19,599

投資活動によるキャッシュ・フロー △486,751

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） 4,410,500

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △562,254

自己株式の取得による支出 △21,855

配当金の支払額 △17,139

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,859,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,770,222
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（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) 

現金及び現金同等物の期首残高 3,918,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,148,137
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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。 

  

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）事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1）事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上高集計区分を勘案して区分しております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので記載をしておりません。  

  

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） 

海外売上高はありませんので記載をしておりません。  

  

（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 
（千円） 

不動産事業
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  20,934,516  264,309  209,610  21,408,435   －  21,408,435

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,413  －  －  1,413   △1,413  －

計  20,935,930  264,309  209,610  21,409,849   △1,413  21,408,435

営業利益又は営業損失（△）  △3,419  △72,665  △11,399  △87,484   －  △87,484

建設事業 建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業 

不動産事業 自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業 

その他の事業 ゴルフ場に関する事業 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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）  

  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 28,228 

Ⅱ 売上原価 27,089 

売上総利益 1,139 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,590 

営業損失 △450

Ⅳ 営業外収益 110 

Ⅴ 営業外費用 79 

経常損失 △420

Ⅵ 特別利益 183 

Ⅶ 特別損失 28 

税金等調整前四半期純損失 264 

法人税、住民税及び事業税 28 

法人税等調整額 △111

四半期純損失 181 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

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 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当四半期純損失 △264

減価償却費 113 

退職給付引当金の増加額 2 

役員退職慰労引当金の減少（△）額 △21

貸倒引当金の減少（△）額 △100

受取利息及び受取配当金 △24

支払利息 67 

売上債権の減少額 6,947 

販売用不動産の減少額 13 

未成工事支出金の増加（△）額 △3,549

仕入債務の減少（△）額 △5,120

未成工事受入金の増加額 3,200 

その他 △43

小計 1,220 

利息及び配当金の受取額 23 

利息の支払額 △62

法人税等の支払額 △38

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,143 
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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）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金純減少額 52 

有形固定資産の取得による支出 △37

有形固定資産の売却による収入 18 

投資有価証券の取得による支出 △38

投資有価証券の売却による収入 124 

貸付による支出 △5

子会社精算による収入  38 

貸付金の回収による収入 1 

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー 140 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純減少（△）額 △1,110

長期借入金の返済による支出 △62

自己株式純増加額  △0

配当金の支払額 △67

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,240

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 43 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,671 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,715 
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び在外支店はありませんので記載をしておりません。 

  

（３）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） 

不動産事業
（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 27,961 70 197 28,228 －  28,228 

 (2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
0 － － － (0)  － 

計 27,961 70 197 28,229 (0)  28,228 

営業費用 28,375 70 234 28,679 (0)  28,679 

営業利益又は営業損失(△) △413 △0 △37 △450 －  △450 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）において、海外売上高はありませんので記載をし

ておりません。 
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四半期受注高・売上高・繰越高 

受注高 

  

売上高 

  

繰越高 

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

６．その他の情報 

 
事業の種類別セグメントの名称 

  

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） 

建設事業（千円）   26,088,319 

不動産事業（千円）   276,709 

その他の事業（千円）   209,610 

合計（千円）    26,574,638 

 
事業の種類別セグメントの名称 

  

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） 

建設事業（千円）   20,934,516 

不動産事業（千円）   264,309 

その他の事業（千円）   209,610 

合計（千円）   21,408,435 

 
事業の種類別セグメントの名称 

  

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日現在） 

建設事業（千円）   39,471,271 

不動産事業（千円）   12,400 

その他の事業（千円）   － 

合計（千円）   39,483,671 
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