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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 20,989 ― △973 ― △1,190 ― △3,004 ―
20年3月期第3四半期 22,906 9.5 △461 ― △518 ― △589 ―

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 △110.17 ―
20年3月期第3四半期 △21.60 ―

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 31,867 3,735 10.6 123.52
20年3月期 33,877 6,999 19.6 243.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,368百万円 20年3月期  6,643百万円

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 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 30,000 △18.8 △1,300 ― △1,400 ― △2,080 ― △76.26

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  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他（１）をご覧ください。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他（2）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】４．その他(３)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．連結業績予想につきましては、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．連結業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々な要因により予想値と異なる可能性があります。 
３．当連結会計年度から「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）を適用しています。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います。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  27,276,701株 20年3月期  27,276,701株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,434株 20年3月期  2,396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  27,274,281株 20年3月期第3四半期  27,274,374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経済は、サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市場の混乱

の影響を受け「百年に一度の経済危機」という表現で表わされているように、各企業の減益修正・雇用の悪化など、

景気の減速傾向は一層強まる中で推移しました。

　当社グループが属する建設関連業界におきましても、公共投資の減少傾向が継続する中で、住宅投資の減少、不動

産・建設会社の大型倒産など、引き続き厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは平成20年10月３日に決議致しました組織再編を推し進めてまいりました。

　その結果、当第３四半連結累計期間の業績は、売上高が20,989百万円、営業損失が973百万円、経常損失が1,190百

万円となりました。これに固定資産売却益337百万円や事業譲渡益500百万円等による、特別利益860百万円を計上し、

貸倒引当金繰入額2,019百万円や事業整理損378百万円等による、特別損失2,591百万円を計上したことにより四半期純

損失は3,004百万円となりました。

　当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第４四半期に完成する業務・工事の割合が大きいため、連結会

計年度の各四半期での売上高に著しい相違があり、各四半期の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

　当社グループの当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比較し3,263百万円減少の、

3,735百万円となっております。これは主に四半期純損失3,004百万円による利益剰余金の減少によるものであります。

　資金の流動性については、現金及び現金同等物の当第３四半期会計期間末残高が前連結会計年度末に比較して684百

万円減少し、701百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローで620百万円、財務活動による

キャッシュ・フローで1,352百万円の資金を獲得しましたが、投資活動によるキャッシュ・フローで2,583百万円の資

金を使用したことによるものであります。

　当社グループは運転資金及び投融資資金については、借入金及び内部資金を充当しています。このうち、有利子負

債合計額は、16,639百万円と、前連結会計年度に比べ、1,615百万円増加しました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　最近の業績動向を勘案し、平成20年11月14日に公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想は、平成21年２月

13日発表のとおり修正を行なっております。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、同日発表の「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。

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）

　連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありませんが、平成20年９月29日付けで連結子会社であった株式会

社ヤマト建材、平成20年10月16日付けで連結子会社であった株式会社高橋勲設計は、当社が所有する株式をすべ

て売却したため、連結子会社ではなくなりました。また、塩見(天津)設計資詢有限公司は、当第３四半期連結会

計期間より重要性が乏しいと判断されたため連結子会社の範囲より除いております。

（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

①簡便な会計処理

　１)一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

　２)棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、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。

　３)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。

　４)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については，原則として，前連結会計年度決算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しております。
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②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　税金費用の算定方法

　税金費用の算定に関しては、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。

（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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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）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棚卸資産の評価基準及び評価方法

　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」（企業会計基準第９号）を適用し、評価基

準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。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。

③リ－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

おりましたが、「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。これに伴う影響は軽微であります。

　なお、リース開始日が適用初年度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採用しております。
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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 944,972 1,690,626

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未
収入金等

4,551,813 8,517,399

未成工事支出金 4,092,639 3,974,815

材料貯蔵品 457,595 424,006

その他のたな卸資産 1,927,261 438,442

短期貸付金 3,305,809 1,631,248

その他 1,208,908 524,641

貸倒引当金 △979,806 △170,543

流動資産合計 15,509,194 17,030,637

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,802,260 4,619,280

土地 6,354,058 6,253,238

その他（純額） 1,122,902 1,118,205

有形固定資産計 11,279,221 11,990,723

無形固定資産   

のれん 2,019,712 2,160,005

その他 156,674 112,270

無形固定資産計 2,176,387 2,272,276

投資その他の資産   

長期貸付金 2,510,318 1,575,193

その他 1,998,490 1,391,560

貸倒引当金 △1,605,616 △383,061

投資その他の資産計 2,903,192 2,583,693

固定資産合計 16,358,801 16,846,693

資産合計 31,867,996 33,877,330

負債の部   

流動負債   

支払手形・業務未払金及び工事未払金等 4,322,033 5,975,330

短期借入金 12,296,020 9,415,426

1年内償還予定の社債 148,000 141,000

未払法人税等 31,026 153,516

未成業務受入金及び未成工事受入金 2,708,132 1,662,514

賞与引当金 9,260 21,465

完成工事補償引当金 41,981 40,494

受注損失引当金 34,757 17,859

その他 2,007,183 1,882,941

流動負債合計 21,598,396 19,310,549
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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) 

固定負債   

社債 110,000 198,000

長期借入金 4,085,705 5,269,416

退職給付引当金 106,311 282,722

債務保証損失引当金 45,673 －

負ののれん 845,803 1,085,586

その他 1,341,035 732,048

固定負債合計 6,534,530 7,567,773

負債合計 28,132,926 26,878,322

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,534,105 2,534,105

資本剰余金 2,514,772 2,514,772

利益剰余金 △1,675,200 1,607,965

自己株式 △947 △941

株主資本合計 3,372,729 6,655,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,686 △16,309

繰延ヘッジ損益 △255 △255

為替換算調整勘定 － 4,421

評価・換算差額等合計 △3,941 △12,142

少数株主持分 366,281 355,249

純資産合計 3,735,069 6,999,008

負債純資産合計 31,867,996 33,877,330
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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 20,989,000

売上原価 18,805,541

売上総利益 2,183,458

販売費及び一般管理費 3,156,661

営業損失（△） △973,202

営業外収益  

受取利息 163,712

負ののれん償却額 239,139

その他 120,957

営業外収益合計 523,809

営業外費用  

支払利息 509,893

貸倒引当金繰入額 77,794

持分法による投資損失 56,749

その他 97,007

営業外費用合計 741,445

経常損失（△） △1,190,838

特別利益  

関係会社株式売却益 18,796

固定資産売却益 337,100

事業譲渡益 500,000

その他 4,550

特別利益合計 860,448

特別損失  

固定資産除却損 35,513

投資有価証券売却損 11,802

関係会社株式売却損 27,178

貸倒引当金繰入額 2,019,699

貸倒損失 11,003

債務保証損失引当金繰入額 45,673

事業整理損 378,297

減損損失 4,536

その他 58,269

特別損失合計 2,591,973

税金等調整前四半期純損失（△） △2,922,363

法人税、住民税及び事業税 23,557

法人税等還付税額 △25,275

法人税等調整額 83,511

法人税等合計 81,792

少数株主利益又は少数株主損失（△） 668

四半期純損失（△） △3,004,825
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,573,441

売上原価 6,711,528

売上総利益 861,913

販売費及び一般管理費 937,837

営業損失（△） △75,924

営業外収益  

受取利息 110,530

負ののれん償却額 78,476

持分法による投資利益 4,369

その他 46,956

営業外収益合計 240,331

営業外費用  

支払利息 236,736

その他 45,358

営業外費用合計 282,095

経常損失（△） △117,688

特別利益  

関係会社株式売却益 18,796

賞与引当金戻入額 5,739

貸倒引当金戻入額 43,963

固定資産売却益 141,368

債務保証損失引当金戻入額 1,759

事業譲渡益 500,000

その他 855

特別利益合計 712,483

特別損失  

固定資産除却損 17,819

投資有価証券売却損 11,802

関係会社株式売却損 9

貸倒引当金繰入額 625,060

貸倒損失 1,203

事業整理損 378,297

減損損失 1,134

その他 22,457

特別損失合計 1,057,783

税金等調整前四半期純損失（△） △462,987

法人税、住民税及び事業税 5,110

法人税等調整額 194,858

法人税等合計 199,968

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,194

四半期純損失（△） △664,151
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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（△） △2,922,363

減価償却費 446,957

のれん償却額 △107,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,094,393

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,090

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,486

受注損失引当金の増減額（△は減少） 48,980

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,440

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 45,673

受取利息及び受取配当金 △164,808

支払利息 509,893

固定資産売却損益（△は益） △315,086

固定資産除却損 35,513

投資有価証券売却損益（△は益） 11,802

投資有価証券評価損益（△は益） 30,246

関係会社株式売却損益（△は益） 8,381

貸倒損失 11,003

事業整理損失 378,297

事業譲渡損益（△は益） △500,000

持分法による投資損益（△は益） 56,749

売上債権の増減額（△は増加） 3,291,175

未成業務支出金及び未成工事支出金の増減額（△
は増加）

△3,127,017

販売用不動産の増減額（△は増加） △575,584

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △131,735

仕入債務の増減額（△は減少） 137,204

前渡金の増減額（△は増加） △299,948

未払又は未収消費税等の増減額 △60,343

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△
は減少）

2,424,682

その他 △325,630

小計 1,007,207

利息及び配当金の受取額 83,216

利息の支払額 △440,857

法人税等の支払額 △29,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 620,342
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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) 

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 △63,821

定期預金の払戻による収入 88,345

有形固定資産の取得による支出 △876,356

有形固定資産の売却による収入 1,049,387

無形固定資産の取得による支出 △9,934

無形固定資産の売却による収入 3,898

リース用資産の取得による支出 △20,663

投資有価証券の取得による支出 △975

投資有価証券の売却による収入 24,561

関係会社株式の売却による収入 32,971

関係会社株式の取得による支出 △47,107

事業譲渡による収入 103,032

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

38

短期貸付けによる支出 △6,226,474

短期貸付金の回収による収入 4,199,404

長期貸付けによる支出 △1,882,007

長期貸付金の回収による収入 1,016,095

その他 25,987

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,583,618

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） 2,898,211

長期借入れによる収入 540,000

長期借入金の返済による支出 △1,677,720

社債の償還による支出 △81,000

自己株式の取得による支出 △6

配当金の支払額 △326,696

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,352,788

現金及び現金同等物に係る換算差額 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △610,560

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △73,866

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,490

現金及び現金同等物の四半期末残高 701,064
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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

　当社グループは、サブプライム問題の長期化に起因する金融市場の信用収縮、公共投資の減少傾向が継続する

中での住宅投資の減少、熾烈な価格競争、資材価格の高騰による事業延期、改正建築基準法による設計業務の長

期化等により、当社グループを取り巻く事業環境は極めて厳しく、当社グループの業績は期首の事業計画を大幅

に下回ることとなりました。その結果、当第３四半期連結累計期間において売上高の大幅な減少等による営業損

失973,202千円、貸倒引当金繰入額等による特別損失2,591,973千円を計上したことにより四半期純損失が3,004,825

千円となりました。また、上記事項の影響により資金調達が困難な状況となっております。以上のことから継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループはこの状況を解消するために、平成20年10月３日付開催の取締役会で当社グループの組織再編を

行うことを決議致しました。

　この基本方針は、①市場環境の変化に対応できる組織編成とすること、②経営資源の戦略的シフトであります。

　今後、当社グループは上記の基本方針に基づき、子会社株式の一部又は全株の売却、不採算会社の規模縮小又

は事業の清算、グループ全体の販管費削減、遊休不動産等の売却等、並びに金融機関等への支援要請によって、

財務体質の改善と経営資源の効率化を図り経営を安定させることにより継続企業の前提に関する重要な疑義を解

消できると判断しております。

　従いまして、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、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おりません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

設計事業
（千円）

建設事業
（千円）

建材事業
（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 2,179,881 15,699,670 2,590,436 236,479 626,364 21,332,830 (343,830) 20,989,000

営業費用 2,365,181 15,700,443 2,719,174 92,463 682,929 21,560,193 402,010 21,962,203

営業利益 △185,300 △773 △128,738 144,016 △56,565 △227,362 (745,840) △973,202

（注）１．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。

２．各事業の主要な内容

事業区分 事業の内容

設計事業
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木設計、土木調査、設計監理及びコン

サルティング等

建設事業
電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工事、地下連続

壁工事、調査工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び建設工事等

建材事業　 コンクリート二次製品、焼却炉、建築資材等の製造販売

不動産事業　 不動産の賃貸

その他事業　 老人福祉施設運営事業、産業廃棄物処理事業、他

３．当第３四半期連結累計期間の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

685,742千円であり、その主なものは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

〔海外売上高〕

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）

　海外売上高がありませんので、該当事項はありません。

（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。

- 10 -

㈱塩見ホールディングス（2414）　平成21年３月期第３四半期決算短信



「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（千円）

Ⅰ　売上高 22,906,978

Ⅱ　売上原価 20,142,015

売上総利益 2,764,963

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,226,868

営業損失（△） △461,905

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息　 114,449

２．負ののれん償却額　 327,099

３．その他　 114,608

営業外収益合計　 556,157

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息　 477,200

２．支払手数料　 67,726

３．貸倒引当金繰入額　 1,425

４．持分法投資損失 4,349

５．その他　 62,293

営業外費用合計　 612,994

経常利益 △518,742
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科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅵ　特別利益  

１．賞与引当金戻入益 21,768

２．償却債権取立益　 36,054

３．固定資産売却益　 5,274

４．その他　 5,598

特別利益合計 68,695

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 2,571

２．固定資産除却損　 1,531

３．貸倒引当金繰入額　 257,677

４．減損損失　 32,903

５．その他　 19,904

特別損失合計　 314,588

税金等調整前四半期純利益 △764,635

税金費用 △175,564

四半期純利益 △589,070
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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（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 △764,635

減価償却費 439,407

のれん及び負ののれん償却額　 △153,633

貸倒引当金の増加・減少（△）額 172,912

賞与引当金の増加・減少（△）額　 △74,699

完成工事補償引当金の増加・減少（△）額 5,788

受注損失引当金の増加・減少（△）額 38,408

退職給付引当金の増加・減少（△）額 △24,670

役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 470

受取利息及び配当金 △114,449

支払利息 477,200

固定資産売却益 △5,274

固定資産売却損　 2,571

固定資産除却損　 1,531

減損損失　 32,903

有価証券売却益 △9

投資有価証券売却益　 △1,529

投資有価証券売却損　 356

投資有価証券評価損　 7,290

持分法投資損失 4,349

売上債権の減少・増加（△）額　 1,646,885

未成業務・工事支出金の減少・増加（△）額 △3,687,559

その他たな卸資産の減少・増加（△）額 △170,678

仕入債務の増加・減少（△）額 △1,634,885

未成業務・工事受入金等の増加・減少（△）額 2,334,314

その他　 695,331

小計 △772,305

利息及び配当金の受取額 77,927

利息の支払額 △413,135

法人税等の支払額 △5,906

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,113,419
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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（千円）

Ⅱ　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 △249,824

定期預金の払戻による収入 283,246

投資有価証券の取得による支出 △2,675

投資有価証券の売却による支出　 17,208

有形固定資産の取得による支出 △2,070,442

有形固定資産の売却による収入 621,450

無形固定資産の取得による支出 △30,336

短期貸付けによる支出 △3,223,291

短期貸付金の回収による収入 1,324,514

長期貸付けによる支出　 △306,923

長期貸付の回収による収入 107,086

新規連結子会社の取得による支出 △76,429

事業譲受による支出 △73,095

その他　 △4,920

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,684,430

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金純収入・支出（△）額 6,583,472

長期借入れによる収入 2,590,000

長期借入金の返済による支出 △1,458,051

社債の発行による収入　 300,000

社債の償還による支出 △291,000

自己株式の取得による支出 △57

配当金の支払額 △380,532

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,343,830

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 95

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 2,546,075

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,287,241

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,833,316
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

設計事業
（千円）

建設事業
（千円）

建材事業
（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 2,424,862 18,254,760 1,948,058 195,146 553,904 23,376,732 (469,753) 22,906,978

営業費用 2,304,077 18,201,888 2,013,593 91,123 649,196 23,259,879 109,004 23,368,884

営業利益 120,784 52,871 △65,534 104,023 △95,291 116,852 (578,758) △461,905

（注）１．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。

２．各事業の主要な内容

事業区分 事業の内容

設計事業
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木設計、土木調査、設計監理及びコン

サルティング等

建設事業　
電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工事、地下連続

壁工事、調査工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び建設工事等

建材事業　 コンクリート二次製品、焼却炉、建築資材等の製造販売

不動産事業　 不動産の賃貸

その他事業　 老人福祉施設運営事業、産業廃棄物処理事業、他

３．前第３四半期連結累計期間の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、

514,841千円であり、その主なものは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

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）

　海外売上高がありませんので、該当事項はありません。
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６．その他の情報

受注及び販売の実績

受注高

事業の種類別

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）

比較増減

セグメントの名称
受注高（千円）　 受注高（千円）　 増減高（千円）　

前年同期比

（％）　

設計事業 3,717,898 3,229,249 488,648 115.13

建設事業 10,182,087 24,390,962 △14,208,874 41.75

建材事業 4,482,186 1,819,585 2,662,600 246.33

不動産事業 － － － －

その他事業 － － － －

合計 18,382,172 29,439,797 △11,057,625 62.44

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．金額は契約価格によっております。

３．平成20年11月30日を基準日として、平成20年12月19日付けで、株式会社アペックの建設事業部門を事業譲

渡したため、建設事業部門の受注高は大きく減少しております。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

５．不動産事業及びその他事業につきましては、受注実績を定義することが困難であるため記載しておりませ

ん。

受注残高

事業の種類別

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）

比較増減

セグメントの名称
受注残高（千円）　 受注残高（千円）　 増減高（千円）　

前年同期比

（％）　

設計事業 2,879,296 1,912,708 966,588 150.54

建設事業 9,205,129 19,697,333 △10,492,203 46.73

建材事業 2,662,521 213,986 2,448,534 1,244.24

不動産事業 － － － －

その他事業 － － － －

合計 14,746,947 21,824,028 △7,077,080 67.57

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．金額は契約価格によっております。

３．平成20年11月30日を基準日として、株式会社アペックの建設事業部門を事業譲渡したため、建設事業部門

の受注残高は大きく減少しております。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

５．不動産事業及びその他事業につきましては、受注実績を定義することが困難であるため記載しておりませ

ん。
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売上高

事業の種類別

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）

比較増減

セグメントの名称
売上高（千円）　 売上高（千円）　 増減高（千円）　

前年同期比

（％）　

設計事業 2,167,182 2,337,397 △170,214 92.72

建設事業 15,686,289 18,180,023 △2,493,733 86.28

建材事業 2,447,257 1,717,530 729,726 142.49

不動産事業 130,697 130,487 209 100.16

その他事業 557,572 541,539 16,033 102.96

合計 20,989,000 22,906,978 △1,917,978 91.63

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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