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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 7,858 ― 187 ― 139 ― 87 ―

20年12月期第1四半期 7,569 37.7 365 428.3 252 546.3 109 ―

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12月期第1四半期 7.83 ―

20年12月期第1四半期 9.54 ―

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12月期第1四半期 25,075 6,385 22.2 499.72
20年12月期 25,808 6,406 21.6 496.66

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  5,571百万円 20年12月期  5,581百万円

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12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

12,000 △9.3 300 △31.4 200 △30.3 60 ― 5.34

通期 25,000 △7.2 800 △31.3 550 △44.8 260 ― 23.14
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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）  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、５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．平成21年２月13日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づき作成したものであり、今後当社を取り巻く経済状
況等の変化により、上記の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
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）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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社リブライフ兵庫 ）

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12月期第1四半期 11,532,630株 20年12月期  11,532,630株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  384,298株 20年12月期  294,298株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 11,208,365株 20年12月期第1四半期 11,522,077株
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 当四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題による世界的金融市場の混乱に加え、

米国金融機関の破綻をきっかけとし、世界経済が後退局面を迎えており、企業収益の悪化や減産、設備投資の減少や

雇用環境の悪化を招くなど、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 建設業界におきましては、公共投資の減少に加え、企業の設備投資の見直し等に伴う民間建設投資の需要も低迷し

ていることから、受注獲得のための価格競争が激しさを増すなど、厳しい環境が続いております。 

 当社グループにおきましては、このような経営環境の中、連結子会社である株式会社リブライフ及び連結子会社で

ある株式会社リブライフ兵庫を平成21年１月１日付けで合併するなど、経営の合理化を図り収益性の向上に努めてま

いりました。 

 以上の結果、当社グループの業績につきましては、前期繰越工事高の多くが当四半期連結会計期間に完成したこと

により、売上高は前年同期比3.8％増の7,858百万円となりました。 

 しかしながら、利益につきましては当第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

計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、たな卸資産の評価基準及び評価方法を変更し、売上原

価で47百万円を計上したことや、保有する販売用不動産の売却による損失の発生などから、連結営業利益は前年同期

比48.7％減の187百万円、連結経常利益は前年同期比44.5％減の139百万円、連結四半期純利益は前年同期比20.2％減

の87百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

  

＜建設事業＞ 

 建設事業セグメントに関しましては、建築土木工事において依然として民間設備投資の見直しや計画の中断が続

き、受注は低調に推移しておりますが、前期繰越工事高のうち多くが当四半期連結会計期間に完成したことに伴い、

売上高・営業利益ともに、前四半期連結会計期間と比較して、ほぼ横這いの状況で推移しました。 

  

＜設備事業＞  

 設備事業セグメントに関しましては、売上高に関しましては、前四半期連結会計期間と比較して、ほぼ横這いで推

移いたしましたが、原価率の上昇に伴い営業利益は微減となりました。 

  

＜住宅事業＞ 

 住宅事業セグメントに関しましては、 売上高は前四半期連結会計期間と比較してほぼ横這いで推移いたしまし

た。しかしながら、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、たな卸資産の評価基準及び評価方法を変更し、当社及び連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会

社、株式会社リブライフにおいて、評価損を売上原価に21百万円計上したこと等により原価率が上昇した結果、営業

利益は大幅に減少しております。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 不動産賃貸事業セグメントに関しましては、連結子会社である株式会社リブライフにおいて不動産賃貸管理業のエ

リアを拡大したこと等に伴い、売上高・営業利益ともに前四半期連結会計期間に比べて増加しております。 

  

＜その他セグメント＞ 

  その他事業セグメントに関しましては、連結子会社である株式会社リブライフが運営する飲食店舗３店舗の売上高

が増加したこと等により、前四半期連結会計期間に比べて売上高は増加しておりますが、店舗運営に伴う人件費等を

含む販管費の増加や、提出会社において前連結会計年度に完成した複合施設ビルの減価償却費の増加に伴い、営業利

益は前四半期連結会計期間に比べて減少しております。 

  

※当文章中の前年同四半期連結会計期間と比較した指標、金額は「参考値」として記載しております。 

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
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（１）財政状態 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、公共工事の完成に伴い売上債権等が増加しております

が、未成工事支出金の減少や販売用不動産の売却等によるたな卸資産の減少等により、25,075百万円（前連結会

計年度末は25,808百万円）となりました。 

 負債につきましては、短期借入金を長期借入金に借換えたことにより固定負債が増加しておりますが、工事未

払金、短期借入金及び未成工事受入金等の減少により18,689百万円（前連結会計年度末は19,401百万円）となり

ました。 

 純資産につきましては、四半期純利益等により増加しておりますが、その他有価証券評価差額金等の減少や自

己株式の買取り等により6,385百万円（前連結会計年度末は6,406百万円）となりました。 

   

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、投資活動により38百万円が減少しておりますが、

営業活動により764百万円、財務活動により66百万円が増加した結果、当第１四半期連結会計期間末における現

金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ793百万円増加し、1,652百万円となり

ました。 

 主な要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の資金は、売上債権の増加617百万円、仕入債務の減少321百万円

及び未成工事受入金の減少685百万円等により減少しておりますが、税金等調整前四半期純利益112百万円及びた

な卸資産の減少2,203百万円等により、資金は764百万円の増加（前四半期連結会計期間は678百万円の減少）と

なりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果、有形固定資産の取得による支出33百万円、無形固定資産

の取得による支出５百万円等により、資金は38百万円の減少（前四半期連結会計期間は484百万円の減少）とな

りました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、短期借入金の純減額1,430百万円及び社債の償還による

支出300百万円等により減少しておりますが、長期借入による収入2,040百万円により、資金は66百万円の増加

（前四半期連結会計期間は1,775百万円の増加）となりました。 

  

※当文章中の前年同四半期連結会計期間と比較した指標、金額は「参考値」として記載しております。 

  

 当第１四半期連結会計期間の営業状況につきましては、ほぼ予想通りに推移しており、平成21年２月13日に発表い

たしました当期の連結業績予想に修正はありません。 

   

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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 経営資源の統合による当社グループ全体の事業運営と組織の効率化を推進することを目的として、平成21年１月１日を

もって連結子会社である株式会社リブライフを存続会社とする吸収合併を行い、連結子会社であった株式会社リブライフ

兵庫は消滅しております。   

  

① 簡便な会計処理  

ⅰ たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

ⅱ 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

 一般債権に係る貸倒引当金は、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等から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等を用いて算定しております。 

ⅲ 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きましては、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。  

ⅳ 完成工事補償引当金繰入額の算定方法   

 完成工事補償引当金は、前連結会計年度決算において算定した完成工事高に係る責任補修費用の実績率

から著しい変化がないとみとめられるため、前連結会計年度末の実績率を用いて算定しております。  

  

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

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 通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、主として個別法による原価法もしくは最終仕

入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

会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として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）もしくは最終仕入原価法（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。この変更により、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ47百万円減少しております。 

  

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,217,292 881,865

受取手形・完成工事未収入金等 1,839,049 1,221,856

たな卸資産 6,746,932 9,164,673

繰延税金資産 171,224 113,788

その他 723,234 228,324

貸倒引当金 △7,021 △4,925

流動資産合計 10,690,711 11,605,582

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,939,794 4,990,862

機械・運搬具（純額） 30,667 26,586

工具器具・備品（純額） 630,605 637,090

土地 7,468,881 7,254,601

リース資産（純額） 165,052 114,630

建設仮勘定 － 5,755

有形固定資産計 13,235,001 13,029,527

無形固定資産 17,867 12,749

投資その他の資産   

投資有価証券 500,862 570,215

破産債権、更生債権等 194,529 193,267

繰延税金資産 236,148 203,324

その他 431,544 423,150

貸倒引当金 △231,013 △229,752

投資その他の資産計 1,132,071 1,160,205

固定資産合計 14,384,939 14,202,482

資産合計 25,075,651 25,808,064
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,475,497 1,796,948

短期借入金 5,450,000 6,880,000

1年内償還予定の社債 600,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 758,748 600,748

未払法人税等 189,101 302,037

未成工事受入金 1,698,387 2,383,918

賞与引当金 215,444 115,883

役員賞与引当金 11,800 －

完成工事補償引当金 129,994 107,148

リース債務 45,603 30,979

その他 875,101 778,669

流動負債合計 11,449,678 13,896,333

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 5,942,025 4,250,382

退職給付引当金 228,819 228,369

役員退職慰労引当金 203,693 196,130

リース債務 120,390 84,255

その他 145,153 145,873

固定負債合計 7,240,081 5,505,010

負債合計 18,689,760 19,401,344

純資産の部   

株主資本   

資本金 764,815 764,815

資本剰余金 705,825 705,825

利益剰余金 4,186,228 4,143,473

自己株式 △73,089 △61,782

株主資本合計 5,583,778 5,552,330

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,719 29,369

繰延ヘッジ損益 △25 △56

評価・換算差額等合計 △12,744 29,312

少数株主持分 814,857 825,077

純資産合計 6,385,891 6,406,720

負債純資産合計 25,075,651 25,808,064
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 7,858,024

売上原価 6,511,916

売上総利益 1,346,108

販売費及び一般管理費 1,158,659

営業利益 187,448

営業外収益  

受取利息 2,892

持分法による投資利益 1,369

その他 5,563

営業外収益合計 9,825

営業外費用  

支払利息 36,792

社債利息 4,300

シンジケートローン手数料 3,000

その他 13,295

営業外費用合計 57,388

経常利益 139,885

特別利益  

前期損益修正益 1,687

特別利益合計 1,687

特別損失  

固定資産売却損 406

固定資産除却損 2,790

貸倒引当金繰入額 1,261

ゴルフ会員権評価損 309

完成工事補償引当金繰入額 24,010

特別損失合計 28,777

税金等調整前四半期純利益 112,796

法人税、住民税及び事業税 116,373

法人税等調整額 △81,065

法人税等合計 35,308

少数株主利益 △10,220

四半期純利益 87,708

美樹工業㈱（1718）平成21年12月期第１四半期決算短信

－　8　－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 112,796

減価償却費 94,136

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,357

賞与引当金の増減額（△は減少） 99,560

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,800

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 22,846

退職給付引当金の増減額（△は減少） 449

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,563

受取利息及び受取配当金 △2,892

支払利息 41,093

持分法による投資損益（△は益） △1,369

有形固定資産売却損益（△は益） 406

有形固定資産除却損 2,790

ゴルフ会員権評価損 309

前期損益修正損益（△は益） △1,687

売上債権の増減額（△は増加） △617,193

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,203,460

仕入債務の増減額（△は減少） △321,450

未払費用の増減額（△は減少） 2,824

未成工事受入金の増減額（△は減少） △685,531

その他 28,346

小計 1,001,616

利息及び配当金の受取額 3,452

利息の支払額 △35,596

法人税等の支払額 △201,572

その他の支出 △3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,899

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 △33,414

有形固定資産の売却による収入 196

無形固定資産の取得による支出 △5,162

投資有価証券の取得による支出 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,530

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） △1,430,000

長期借入れによる収入 2,040,000

長期借入金の返済による支出 △190,357

社債の償還による支出 △300,000

リース債務の返済による支出 △8,861

自己株式の取得による支出 △11,307

配当金の支払額 △32,780

財務活動によるキャッシュ・フロー 66,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 793,062

現金及び現金同等物の期首残高 859,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,652,735
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「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１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

（単位：千円）  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 第１四半期） 

金額

Ⅰ 売上高  7,569,564

Ⅱ 売上原価  6,067,099

売上総利益  1,502,465

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,137,387

営業利益  365,077

Ⅳ 営業外収益  19,387

Ⅴ 営業外費用  132,306

経常利益  252,159

Ⅵ 特別利益  232

Ⅶ 特別損失  32,816

税金等調整前四半期純利益  219,575

法人税、住民税及び事業税  117,340

法人税等調整額 △21,720

少数株主利益  14,026

四半期純利益  109,928
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

（単位：千円）  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 第１四半期） 

区分 金額

Ⅰ 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  219,575

減価償却費  58,051

貸倒引当金の増減額（減少：△） △10,744

賞与引当金の増減額（減少：△）  63,335

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  10,700

完成工事補償引当金の増減額（減少：△） △2,625

退職給付引当金の増減額（減少：△） △1,392

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  10,535

受取利息及び受取配当金 △4,258

支払利息  45,544

シンジケートローン手数料  73,652

持分法による投資損失  2,057

固定資産除却損  1,075

販売用不動産評価損  23,276

投資有価証券売却損  404

売上債権の増減額（増加：△） △432,783

たな卸資産の増減額（増加：△） △738,297

仕入債務の増減額（減少：△）  66,986

未払費用の増減額（減少：△）  87,215

未成工事受入金の増減額（減少：△）  50,601

その他 △95,162

小計 △572,251

利息及び配当金の受取額  4,282

利息の支払額 △50,150

シンジケートローン手数料の支払額 △54,008

法人税等の支払額 △6,685

営業活動によるキャッシュ・フロー △678,813

Ⅱ 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 △481,585

有形固定資産の売却による収入  704

無形固定資産の取得による支出 △2,475

投資有価証券の取得による支出 △2,440

投資有価証券の売却による収入  1,288

投資活動によるキャッシュ・フロー △484,508

Ⅲ 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  1,802,108

長期借入による収入  135,000

長期借入金の返済による支出 △109,117

配当金の支払額 △46,110

自己株式の取得による支出 △6,867

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,775,013

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  611,691

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,539,421

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,151,113
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（重要な後発事象）  

 該当事項はありません。  

６．その他の情報
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