
 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

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） 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

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 

  

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 

  

平成21年３月期 第３四半期決算短信
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代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名) 徳倉 正晴
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四半期報告書提出予定日 平成21年２月13日

 (1) 連結経営成績(累計)

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 28,547 △17.8 △361 ─ △349 ─ △232 ─
20年３月期第３四半期 34,737 ─ 125 ─ 208 ─ 189 ─

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 △10 92 ─
20年３月期第３四半期 8 90 ─

 (2) 連結財政状態

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 37,220 6,027 13.8 241 77
20年３月期 33,864 6,484 16.6 263 11

(参考) 自己資本 21年３月期第３四半期 5,152百万円 20年３月期 5,608百万円

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 ─ ─ ─ 3 00 3 00

21年３月期 ─ ─ ─ ─

21年３月期(予想) ─ ─ ─ 3 00 3 00

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 45,000 △9.8 500 △21.2 450 △26.6 200 △31.6 9 38
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4. その他 
  

 

 
 （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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

※ 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、発表日現在において入手可能な情 
 報に基づいて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) 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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

21年３月期第３四半期 22,072,850株  20年３月期 22,072,850株

21年３月期第３四半期 762,492株 20年３月期 756,940株

21年３月期第３四半期 21,314,344株 20年３月期第３四半期 21,296,987株
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・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、世界的な金融不安による海外経済の減速により輸

出が減少し、また株価の下落や円高・個人消費の落ち込み等により企業収益を悪化させている状況であり
ます。 
建設業界におきましては、公共投資の縮小や民間設備投資の手控え、さらには不動産市況の悪化により

受注環境は一層厳しさがましております。 
このような状況の中、当社グループは企画提案型営業に努める一方、ＰＦＩ事業・海外建設事業にも積

極的に参加し受注の拡大に努力してまいりました。また、徹底したリスク管理と経費の削減を継続し、コ
ストの圧縮に取り組んでまいりました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高33,005百万円、売上高28,547百万円となりまし

た。利益につきましては経費の削減効果があり、当第２四半期連結累計期間より損失が減少し、営業損失
361百万円、経常損失349百万円、四半期純損失232百万円となりました。 
なお、当社グループの売上高は、通常の形態として、第４四半期に偏るという季節的変動要因があるた

め、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間の売上高の割合は低くなる傾向があります。 
  

  
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の資産合計は、未成工事支出金の増加4,861百万円ありましたが、現金預
金955百万円、販売用不動産385百万円等の減少により、前連結会計年度末に比べ3,355百万円増加の
37,220百万円となりました。負債合計につきましては、主に支払手形・工事未払金等の増加1,247百万円
や未成工事受入金の増加2,738百万円により、前連結会計年度末に比べ3,812百万円増加し、31,192百万円
となりました。純資産合計につきましては、四半期純損失232百万円を計上したこと及びその他有価証券
評価差額金が109百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ456百万円減少し、6,027百万
円となりました。 
  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は3,646百万円となりました。 
これは営業活動により1,049百万円の減少、投資活動により396百万円の減少、財務活動により472百万円
の増加によるものであります。 
  
営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュフローは、売上債権の減少3,156百万円、仕入債務の増加829百万円などによ

り増加しましたが、税金等調整前四半期純損失427百万円及びたな卸資産の増加4,468百万円などの減少要
因があり1,049百万円の減少となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得152百万円、貸付による支出546百万円など

の減少がありましたが、有形固定資産の売却81百万円、貸付の回収による収入285百万などの増加により
396百万円の減少となりました。 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金により1,697百万円純増しましたが、長期借入金の

減少612百万円及び社債の償還550百万円などの減少により472百万円の増加となりました。 
  
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年11月14日第２四半期に公表いたしました業績予想に変更ありません。 
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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 
(棚卸資産の評価方法） 

   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額 
  を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
 (固定資産の減価償却方法) 
   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。 
 (法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法) 
   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 
  た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

(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 
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販売用不動産につきましては、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第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」（企業会計基準委員会 第９号 平 
  成18年７月５日）が適用されたことに伴い、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。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純損失が、7,443千円増加  
  しております。 
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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 3,906,501 4,901,700

受取手形・完成工事未収入金等 14,184,004 14,157,689

有価証券 1,787 1,287

販売用不動産 878,492 1,264,316

未成工事支出金 6,412,282 1,550,432

不動産事業支出金 734,393 734,393

その他のたな卸資産 9,697 17,170

立替金 204,389 292,642

繰延税金資産 496,029 260,618

その他 602,661 753,146

貸倒引当金 △96,561 △95,547

流動資産合計 27,333,674 23,837,847

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,776,530 1,873,003

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 239,667 203,334

船舶（純額） 81,065 94,058

土地 3,858,919 3,872,431

有形固定資産計 5,956,181 6,042,826

無形固定資産   

その他 31,213 32,586

無形固定資産計 31,213 32,586

投資その他の資産   

投資有価証券 1,780,965 2,082,784

長期貸付金 348,786 203,927

長期未収入金 1,287,531 1,296,530

破産債権、更生債権等 178,965 224,433

繰延税金資産 237,477 176,049

再評価に係る繰延税金資産 17,937 17,937

その他 268,398 244,571

貸倒引当金 △221,098 △295,192

投資その他の資産計 3,898,961 3,951,039

固定資産合計 9,886,355 10,026,451

資産合計 37,220,029 33,864,298
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,208,998 8,934,847

短期借入金 10,281,033 8,757,827

1年内償還予定の社債 － 550,000

未払金 91,076 268,815

未成工事受入金 4,390,129 1,651,663

未払法人税等 7,068 95,399

完成工事補償引当金 41,904 47,316

工事損失引当金 66,610 28,018

賞与引当金 26,063 84,965

その他 416,637 698,991

流動負債合計 25,529,518 21,117,841

固定負債   

長期借入金 4,341,391 4,780,480

長期未払金 64,107 64,107

退職給付引当金 495,059 498,471

負ののれん 587,150 782,866

再評価に係る繰延税金負債 127,547 74,722

その他 47,864 61,720

固定負債合計 5,663,118 6,262,366

負債合計 31,192,636 27,380,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,368,032 2,368,032

資本剰余金 1,527,310 1,527,310

利益剰余金 2,008,260 2,301,894

自己株式 △118,941 △118,343

株主資本合計 5,784,661 6,078,893

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66,377 42,914

土地再評価差額金 △566,117 △513,291

評価・換算差額等合計 △632,494 △470,377

少数株主持分 875,226 875,575

純資産合計 6,027,393 6,484,091

負債純資産合計 37,220,029 33,864,298
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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 28,547,933

売上原価 26,923,241

売上総利益 1,624,692

販売費及び一般管理費 1,986,005

営業損失（△） △361,313

営業外収益  

受取利息配当金 43,601

負ののれん償却額 195,716

その他 50,550

営業外収益合計 289,867

営業外費用  

支払利息 193,290

為替差損 60,366

その他 24,417

営業外費用合計 278,073

経常損失（△） △349,519

特別利益  

固定資産売却益 5,658

投資有価証券売却益 611

貸倒引当金戻入額 80,130

その他 6,418

特別利益合計 92,817

特別損失  

前期損益修正損 420

固定資産除却損 12,069

投資有価証券評価損 149,911

販売用不動産評価損 7,443

貸倒損失 530

その他 488

特別損失合計 170,861

税金等調整前四半期純損失（△） △427,563

法人税、住民税及び事業税 21,423

法人税等調整額 △219,874

法人税等合計 △198,451

少数株主利益 3,651

四半期純損失（△） △232,763
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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（△） △427,563

減価償却費 152,767

貸倒損失 530

負ののれん償却額 △195,716

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73,080

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5,412

工事損失引当金の増減額（△は減少） 38,592

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,412

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,902

受取利息及び受取配当金 △43,601

支払利息 193,290

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △611

投資有価証券評価損益（△は益） 149,911

固定資産売却損益（△は益） △5,658

固定資産除却損 12,069

売上債権の増減額（△は増加） 3,156,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,468,553

仕入債務の増減額（△は減少） 829,842

為替差損益（△は益） 22,149

立替金の増減額（△は増加） 88,253

その他の流動資産の増減額（△は増加） △130,934

その他の流動負債の増減額（△は減少） △40,625

長期前払費用の増減額（△は増加） 5,984

小計 △804,246

利息及び配当金の受取額 43,256

利息の支払額 △174,708

法人税等の支払額 △113,452

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,049,150

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 △115,842

定期預金の払戻による収入 132,679

有価証券の取得による支出 △500

有形固定資産の取得による支出 △152,526

有形固定資産の売却による収入 81,366

投資有価証券の取得による支出 △35,128

投資有価証券の売却による収入 1,089

貸付けによる支出 △546,100

貸付金の回収による収入 285,064

その他の支出 △54,046
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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) 

その他の収入 7,829

投資活動によるキャッシュ・フロー △396,115

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 47,420,690

短期借入金の返済による支出 △45,723,640

長期借入れによる収入 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △2,012,933

自己株式の取得による支出 △598

配当金の支払額 △60,873

社債の償還による支出 △550,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 472,646

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △978,362

現金及び現金同等物の期首残高 4,624,932

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,646,570
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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。 

  

(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。 
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「参考」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

科  目

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）

金額（百万円）

 売上高 34,737

 売上原価 32,285

 売上総利益 2,452

 販売費及び一般管理費 2,327

 営業利益 125

 営業外収益 321

 営業外費用 238

 経常利益 208

 特別利益 331

 特別損失 242

 税金等調整前四半期純利益 297

 法人税、住民税及び事業税 64

 法人税等調整額 85

 少数株主損失（△） △ 42

 四半期純利益 189
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(2) 受注の状況（個別） 

  

①個別受注実績 

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

  

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

 
  

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 24,437 百万円  21.9％

平成20年３月期第３四半期 20,040 △17.8％

区    分
平成21年３月期 平成20年３月期

比較増減 増減率
第３四半期 第３四半期

土木

（％） （％） ％

官公庁 8,791 (36.0) 3,821 (19.1) 4,970 130.1

民間 2,462 (10.1) 3,960 (19.8) △1,498 △37.8

建 計 11,254 (46.1) 7,781 (38.9) 3,473 44.6

設

建築

官公庁 1,673 (6.8) 208 (1.0) 1,465 704.3

事 民間 11,508 (47.1) 12,051 (60.1) △543 △4.5

業 計 13,182 (53.9) 12,259 (61.1) 923 7.5

合計

官公庁 10,465 (42.8) 4,029 (20.1) 6,436 159.7

民間 13,971 (57.2) 16,011 (79.9) △2,040 △12.7

計 24,437 (100.0) 20,040 (100.0) 4,397 21.9

合    計 24,437 (100.0) 20,040 (100.0) 4,397 21.9

 (注）（   ）内のパーセント表示は、構成比率

受注高

平成21年３月期予想 33,000 百万円  2.1％

平成20年３月期実績 32,322 △5.0％
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