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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 42,761 ― 1,589 ― 1,379 ― △622 ―

20年12月期第1四半期 39,631 △17.7 △434 ― △508 ― △664 ―

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 △13.95 ―

20年12月期第1四半期 △14.84 ―

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 151,971 31,017 18.8 640.53
20年12月期 144,599 32,688 20.3 659.79

（参考） 自己資本  21年12月期第1四半期  28,600百万円 20年12月期  29,327百万円

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  

 当連結会計年度の配当予想につきましては、当社グループ事業構造改革に係る計画の詳細を決定後、業績見込を算定し、第２四半期末を目処にお知ら
せする予定であります。 

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 ― ― ― 0.00 0.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― ― ―

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  有  
 連結業績予想につきましては、当社グループ事業構造改革に係る計画の詳細を、目下のところ策定中であり、その計画によって特別損益が変動いたし
ますので、現段階におきましては経常利益までの予想とさせていただきます。なお、当期純損益及び第２四半期累計期間業績予想につきましては計画確
定後の第２四半期末を目処に発表する予定であります。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 142,000 △11.6 2,300 ― 1,800 ― ― ― ―
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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）  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．上記業績予想は、本資料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 ―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 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 44,940,557株 20年12月期 44,940,557株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期 289,325株 20年12月期 287,063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 44,652,339株 20年12月期第1四半期 44,739,670株
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 当第１四半期においては、工事売上高が前年同期を上回ったことに加え、工事利益率が改善したことにより、売上

総利益が増加いたしました。また、昨年度における当社の人員削減による人件費の抑制や連結子会社株式を売却し、

連結対象会社から外れたため、一般管理費が減少し営業利益は15億円余（前年同四半期は損失４億円余）、経常利益

は13億円余（前年同四半期は損失５億円余）となりました。四半期純損益につきましては、連結子会社である㈱湯巡

り万華郷の株式売却において、10億円程度の売却損失を見込んでおりましたが、詳細に検証した結果、既にのれん償

却（５億円余）及び当該子会社の累計の純損失（８億円余）を計上済みであったため、投資有価証券売却益で３億円

余、役員退職慰労金廃止に伴う引当金戻入益２億円余を特別利益に計上し、特別損失として棚卸資産の評価に関する

会計基準を当第１四半期連結会計期間より適用し、販売用不動産評価損11億円余、連結子会社である福田道路㈱の早

期退職者募集に係る割増退職金７億円余などを計上した結果、６億円余の四半期純損失（前年同四半期は損失６億円

余）となりました。 

 なお、文中の前年同四半期の各項目の金額は、参考として記載しております。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計期間末に比べ売上高増加に伴い未成工事支出金が

減少いたしましたが、現預金が増加したため総資産は73億円余増加し、負債の部では工事未払金等が増加し90億円余

増加いたしました。 

  

 本年２月２６日に公表いたしました当社グループ「事業構造改革」に関するお知らせの通り、グループ再編成に着

手しております。現在は、最重要子会社である福田道路㈱を中心としたストラクチャーを構築中であり、その内容に

よっては特別損益が変動すると考えられることから、連結業績予想については、標記の通り、通期予想の経常損益ま

でを公表させていただきます。事業の選択と集中を徹底した受注活動により、売上規模は縮小いたしますが、工事採

算性の改善が見込まれ、加えて、当社及び子会社の人員削減などにより一般管理費が減少し営業・経常利益共に前期

を上回ると思われます。今後は、構造改革計画の詳細が決定の都度、お知らせする予定でありますが、通期純損益及

び第２四半期累計期間業績予想は、第２四半期末を目処に公表させていただく所存であります。  

  

 該当事項はありません。 

   

①簡便な会計処理  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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おります。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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。 

  

②会計処理基準に関する事項の変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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から「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、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）により算定しております。これにより、営業利益及び経常利益への影響はなく、税金等調

整前四半期純利益は、1,111百万円減少しております。 

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

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

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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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

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、当第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方法に準じた会計処理

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、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 
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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：百万円）

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 32,355 17,434

受取手形・完成工事未収入金等 50,179 47,240

有価証券 20 20

販売用不動産 4,751 5,450

未成工事支出金等 9,545 15,257

不動産事業支出金 8,522 8,136

その他のたな卸資産 314 328

その他 6,196 8,904

貸倒引当金 △5,238 △5,532

流動資産合計 106,649 97,241

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 23,332 25,261

機械、運搬具及び工具器具備品 15,192 15,479

土地 19,520 19,419

その他 39 17

減価償却累計額 △27,502 △28,173

有形固定資産計 30,582 32,004

無形固定資産   

その他 1,752 1,793

無形固定資産計 1,752 1,793

投資その他の資産   

投資有価証券 9,297 9,524

長期貸付金 1,486 1,529

繰延税金資産 492 515

その他 3,326 3,660

貸倒引当金 △1,615 △1,669

投資その他の資産計 12,986 13,560

固定資産合計 45,322 47,357

資産合計 151,971 144,599
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（単位：百万円）

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 45,445 39,426

短期借入金 49,226 44,787

未払法人税等 294 197

未成工事受入金 7,499 9,013

引当金   

その他の引当金 823 643

その他 4,726 3,343

流動負債合計 108,015 97,412

固定負債   

長期借入金 4,982 6,058

繰延税金負債 141 167

再評価に係る繰延税金負債 1,949 1,949

引当金   

退職給付引当金 3,373 3,551

その他の引当金 261 459

引当金計 3,634 4,010

負ののれん 85 91

その他 2,144 2,220

固定負債合計 12,937 14,498

負債合計 120,953 111,911

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 5,996 5,996

利益剰余金 19,937 20,644

自己株式 △115 △115

株主資本合計 30,976 31,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 113

土地再評価差額金 △2,385 △2,470

評価・換算差額等合計 △2,376 △2,356

少数株主持分 2,417 3,360

純資産合計 31,017 32,688

負債純資産合計 151,971 144,599
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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：百万円）

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  

完成工事高 38,211

不動産事業売上高 534

その他の事業売上高 4,014

売上高合計 42,761

売上原価  

完成工事原価 35,382

不動産事業売上原価 399

その他の事業売上原価 3,246

売上原価合計 39,028

売上総利益  

完成工事総利益 2,828

不動産事業総利益 134

その他の事業総利益 768

売上総利益合計 3,732

販売費及び一般管理費 2,142

営業利益 1,589

営業外収益  

受取利息 31

その他 109

営業外収益合計 141

営業外費用  

支払利息 226

貸倒引当金繰入額 67

その他 56

営業外費用合計 351

経常利益 1,379

特別利益  

投資有価証券売却益 322

役員退職慰労引当金戻入額 219

その他 163

特別利益合計 706

特別損失  

販売用不動産評価損 1,111

退職特別加算金 706

その他 172

特別損失合計 1,989

税金等調整前四半期純利益 95

法人税、住民税及び事業税 247

法人税等調整額 399

法人税等合計 647

少数株主利益 70

四半期純損失（△） △622
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 95

減価償却費 351

減損損失 36

負ののれん償却額 △6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △313

賞与引当金の増減額（△は減少） 125

工事損失引当金の増減額（△は減少） 81

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △207

退職給付引当金の増減額（△は減少） △177

受取利息及び受取配当金 △37

支払利息 226

その他の引当金の増減額（△は減少） △13

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 53

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △318

固定資産売却損益（△は益） △107

持分法による投資損益（△は益） △7

売上債権の増減額（△は増加） △2,947

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,049

その他の資産の増減額（△は増加） 1,222

仕入債務の増減額（△は減少） 6,127

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,796

その他の負債の増減額（△は減少） 1,648

その他 32

小計 10,118

利息及び配当金の受取額 41

利息の支払額 △166

法人税等の支払額 △150

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,841
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（単位：百万円）

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) 

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 △403

定期預金の払戻による収入 203

有価証券の売却による収入 0

有形固定資産の取得による支出 △91

有形固定資産の売却による収入 64

無形固定資産の取得による支出 △8

無形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △6

投資有価証券の売却による収入 38

子会社株式の取得による支出 △125

短期貸付金の増減額（△は増加） 2,034

長期貸付けによる支出 △30

長期貸付金の回収による収入 39

その他の支出 △206

その他の収入 22

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,531

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） 4,750

長期借入金の返済による支出 △1,387

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △0

少数株主への配当金の支払額 △12

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,720

現金及び現金同等物の期首残高 17,243

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,963
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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） 

 （注）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集計区分を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の販売、賃貸等に関する事業 

その他事業：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売等 

  

  

 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）   

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

 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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 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）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  38,211  534  4,014  42,761  －  42,761

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 17  22  762  802 (802)  －

計  38,229  556  4,777  43,563 (802)  42,761

営業利益  1,030  52  535  1,618   (28)  1,589

〔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
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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） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高   

   完成工事高  34,090

   不動産事業売上高  1,205

   その他事業売上高  4,335

売上高計  39,631

Ⅱ 売上原価   

   完成工事原価  32,695

   不動産事業原価  911

     その他事業原価  3,782

売上原価計  37,390

売上総利益   

 完成工事総利益  1,394

 不動産事業総利益  293

 その他事業総利益  552

売上総利益計   2,241

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,675

営業損失（△） △434

Ⅳ 営業外収益  223

Ⅴ 営業外費用  298

経常損失（△） △508

Ⅵ 特別利益  142

Ⅶ 特別損失  351

税金等調整前四半期純損失
（△） 

△716

税金費用 △89

少数株主利益  36

四半期純損失（△） △664
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  四半期個別財務諸表 

(1）四半期貸借対照表 

  

６．その他の情報

  （単位：百万円）

  
当第１四半期会計期間末

  
（平成21年３月31日） 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成20年12月31日） 

資産の部      

流動資産     

現金及び預金  22,016  10,483

受取手形及び完成工事未収
入金等  32,595  32,270

販売用不動産  1,868   2,153

未成工事支出金等  6,270  9,839

不動産事業支出金  8,193  7,400

その他  5,156  7,602

貸倒引当金  △4,841  △5,282

流動資産合計  71,259  64,467

固定資産     

有形固定資産  10,828  10,918

無形固定資産  37  37

投資その他の資産  11,178  11,368

固定資産合計  22,044  22,325

資産合計  93,303  86,792
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（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１四半期会計期間末

  
（平成21年３月31日） 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（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   29,069  26,346

短期借入金   37,644  32,952

未払法人税等   64  67

引当金   715  522

その他   7,291  7,960

流動負債合計   74,785  67,848

固定負債      

長期借入金   2,753  3,611

退職給付引当金   1,615  1,730

その他   1,313  1,474

固定負債合計   5,681  6,815

負債合計   80,466  74,664

純資産の部         

株主資本         

資本金   5,158   5,158 

資本剰余金   5,996   5,996 

利益剰余金   2,813   2,148 

自己株式   △114   △114

株主資本合計   13,853   13,188 

評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   70   110 

土地再評価差額金   △1,087   △1,171

評価・換算差額等合計   △1,016   △1,060

純資産合計   12,836   12,127 

負債純資産合計   93,303   86,792 

㈱福田組(1899)　平成21年12月期　第１四半期決算短信

13



  

(2）四半期損益計算書 

（第１四半期累計期間） 

  

（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１四半期累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日） 

売上高    

 完成工事高   22,875

 不動産事業売上高   92

売上高計   22,968

売上原価    

 完成工事原価   21,393

 不動産事業売上原価   50

売上原価計   21,443

売上総利益    

 完成工事総利益   1,482

 不動産事業総利益   42

売上総利益計   1,524

販売費及び一般管理費  846

営業利益   677

営業外収益    

受取利息   24

受取配当金   28

その他   39

営業外収益計   92

営業外費用    

支払利息   160

貸倒引当金繰入額    67

その他   23

営業外費用計   251

経常利益   518

特別利益    

関係会社株式売却益   824

その他   241

特別利益計   1,066

特別損失    

固定資産除却損   8

販売用不動産評価損   345

その他   83

特別損失計   438

税引前四半期純利益   1,146

法人税、住民税及び事業税   30

法人税等調整額   367

法人税等合計   397

四半期純利益   749
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 個別業績予想及び四半期個別受注の概況 

  

  

２．平成21年12月期の個別受注高（平成21年１月１日～平成21年12月31日）  

  (1)個別受注実績 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額 

   ②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、前期実績比増減率 

  

１．平成21年12月期の個別業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

（注）当期純損益につきましては、事業構造改革計画により特別損益が変動するため、算定が可能となった時点でお  

  知らせする予定であります。 

              （％表示は、対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通期 81,300 △18.1 900 － 450 －

  受 注 高 

21年12月期第１四半期 20,750百万円 2.7％ 

20年12月期第１四半期 20,198 23.1  

区    分 
平成20年12月期 

第１四半期 

平成21年12月期 

第１四半期 
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

建 

築 

官公庁 91 (  0.5％) 1,161 (  5.6％) 1,069 1,162.6

民間 7,804 ( 38.6  ) 8,598 ( 41.4  ) 794 10.2

計 7,896 ( 39.1  ) 9,760 ( 47.0  ) 1,863 23.6

土 

木 

官公庁 8,911 ( 44.1  ) 5,673 ( 27.3  ) △3,237 △36.3

民間 3,292 ( 16.3  ) 816 (  4.0  ) △2,476 △75.2

計 12,203 ( 60.4  ) 6,489 ( 31.3  ) △5,713 △46.8

合 

計 

官公庁 9,003 ( 44.6  ) 6,835 ( 32.9  ) △2,168 △24.1

民間 11,096 ( 54.9  ) 9,414 ( 45.4  ) △1,681 △15.2

計 20,099 ( 99.5  ) 16,249 ( 78.3  ) △3,849 △19.2

不 動 産 事 業 98 (  0.5  ) 4,500 ( 21.7  ) 4,401 4,471.2

合    計 20,198 (100    ) 20,750 (100    ) 551 2.7

  受 注 高 

21年12月期予想 75,000百万円 △7.3％ 

20年12月期実績 80,868 △27.6 
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