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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 13,854 29.4 355 ― 206 ― 7 ―
21年3月期第1四半期 10,705 ― △507 ― △465 ― △649 ―

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

22年3月期第1四半期 0.16 ―
21年3月期第1四半期 △14.86 ―

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

22年3月期第1四半期 98,054 24,987 25.4 573.93
21年3月期 109,368 25,259 23.0 579.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  24,919百万円 21年3月期  25,176百万円

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  
    平成21年３月期期末配当の内訳  普通配当 7円00銭、記念配当1円00銭 

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

21年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

44,000 11.5 3,550 18.8 3,200 10.0 1,500 19.0 34.55

通期 85,000 0.7 5,100 △15.2 4,300 △22.8 2,000 △17.4 46.06
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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  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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】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 
 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。 

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） 22年3月期第1四半期 44,607,457株 21年3月期  44,607,457株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,188,613株 21年3月期  1,182,194株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 43,420,365株 21年3月期第1四半期 43,684,096株
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 当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、景況感に一部下げ止まりの兆しが見られるも

のの、昨年からの企業収益の悪化により民間設備投資は停滞し、雇用情勢の不安定化により個人消

費意欲が低迷するなど、依然厳しい状況で推移してまいりました。 

建設業におきましても、住宅・不動産市況の悪化、民間設備投資の減少など取り巻く環境は厳しさ

を増しており、先行きは依然不透明な状況となっております。 

 このような状況の中、当社グループは安定した収益を確保すべく、各カンパニーを始めグループ

総力を挙げて、経営理念である差別化戦略を徹底的に遂行してまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が13,854百万円（前年同四半期比29.4%

増）、営業利益が355百万円（前年同四半期は507百万円の損失）、経常利益が206百万円（前年同四

半期は465百万円の損失）、四半期純利益が７百万円（前年同四半期は649百万円の損失）となりま

した。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。 

 負債の残高は、支払手形・工事未払金等や借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ

百万円減少の 百万円となりました。 

 純資産の残高は、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円

となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 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、

百万円（前連結会計年度末比 百万円減）となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

 営業活動により得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の資金の使用）とな

りました。これは仕入債務は減少したものの、売上債権の回収が順調に進んだことが主な原因で

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期比 百万円減）となりました。これ

は主に有形固定資産の取得に伴う支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の資金の獲得）となり

ました。これは主に手元資金を十分に確保しながらも、必要に応じ借入金を返済したことによる

ものであります。  

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

（建設事業）  完成工事高は10,987百万円（前年同四半期比24.5％増）となり、部門別で

は、建築工事が7,239百万円（前年同四半期比29.9％増）、土木工事が3,748百

万円（前年同四半期比15.1％増）となりました。建築工事の内訳は、耐震補強

工事1,663百万円（前年同四半期比402.0％増）、一般建築工事5,575百万円

（前年同四半期比6.4％増）であります。 

また、営業利益は54百万円（前年同四半期は303百万円の損失）となりまし

た。 

（不動産事業等） 不動産事業等につきましては、分譲マンションの販売が主であり、兼業事業

売上高は2,866百万円（前年同四半期比52.7%増）、営業利益は340百万円（前

年同四半期は13百万円の損失）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

11,313 98,054

11,041 73,067

272 24,987

20,621

1,308

2,293 1,852

29 176

3,572 501
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 平成21年５月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計処理方法の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年超の工事については工事進行基

準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より

適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末ま

での進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約のうち、工期１年超の工事については工事

進行基準を、その他の工事については工事完成基準を引き続き適用しております。   

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期連結累計期間に係る完成工事高

は2,470百万円増加し、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750百

万円増加しております。 

  

[補足説明] 

 本会計処理方法の変更による影響額の算定は、平成21年４月１日以降に着手した工期１年

以内の工事のうち、各四半期連結会計期間末において引渡しが未了の工事が対象となりま

す。したがって、工事の引渡し時期により、各四半期ごとの影響額は変動いたします。 

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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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 21,047 22,155

受取手形・完成工事未収入金等 15,627 24,954

有価証券 － 199

未成工事支出金 6,087 5,573

販売用不動産 32,874 34,065

商品及び製品 53 49

材料貯蔵品 313 470

繰延税金資産 1,034 915

その他 1,492 1,449

貸倒引当金 △9 △13

流動資産合計 78,522 89,820

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 12,028 12,017

機械、運搬具及び工具器具備品 2,168 2,139

土地 9,430 9,430

リース資産 27 27

減価償却累計額 △9,422 △9,328

有形固定資産計 14,231 14,287

無形固定資産 213 213

投資その他の資産   

投資有価証券 2,564 2,428

繰延税金資産 735 801

その他 2,556 2,585

貸倒引当金 △769 △768

投資その他の資産計 5,087 5,047

固定資産合計 19,532 19,548

資産合計 98,054 109,368
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,926 17,432

短期借入金 32,547 35,290

1年内償還予定の社債 2,200 2,200

リース債務 6 6

未払法人税等 329 1,263

未成工事受入金 2,609 3,004

完成工事補償引当金 123 109

工事損失引当金 22 24

役員賞与引当金 23 98

その他 2,164 2,003

流動負債合計 50,952 61,433

固定負債   

長期借入金 15,343 15,820

リース債務 20 22

退職給付引当金 1,985 1,968

役員退職慰労引当金 435 465

再評価に係る繰延税金負債 64 64

長期預り金 4,198 4,259

その他 67 75

固定負債合計 22,114 22,675

負債合計 73,067 84,108

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 17,454 17,794

自己株式 △567 △563

株主資本合計 30,939 31,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 372 285

土地再評価差額金 △6,393 △6,393

評価・換算差額等合計 △6,020 △6,107

少数株主持分 68 83

純資産合計 24,987 25,259

負債純資産合計 98,054 109,368
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

完成工事高 8,828 10,987

兼業事業売上高 1,877 2,866

売上高合計 10,705 13,854

売上原価   

完成工事原価 7,743 9,295

兼業事業売上原価 1,428 2,012

売上原価合計 9,172 11,308

売上総利益   

完成工事総利益 1,084 1,692

兼業事業総利益 448 853

売上総利益合計 1,533 2,545

販売費及び一般管理費 2,040 2,189

営業利益又は営業損失（△） △507 355

営業外収益   

受取利息 2 5

受取配当金 182 22

その他 11 26

営業外収益合計 196 55

営業外費用   

支払利息 149 191

その他 4 12

営業外費用合計 153 204

経常利益又は経常損失（△） △465 206

特別利益   

貸倒引当金戻入額 28 2

特別利益合計 28 2

特別損失   

販売用不動産評価損 564 －

貸倒引当金繰入額 － 14

投資有価証券評価損 － 10

役員退職慰労金 － 7

その他 108 0

特別損失合計 673 32

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,109 176

法人税、住民税及び事業税 66 306

法人税等調整額 △514 △121

法人税等合計 △448 184

少数株主損失（△） △12 △15

四半期純利益又は四半期純損失（△） △649 7
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,109 176

減価償却費 113 110

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38 △3

受取利息及び受取配当金 △185 △28

支払利息 149 191

販売用不動産評価損 564 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,484 9,326

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,729 828

仕入債務の増減額（△は減少） △4,304 △6,506

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,045 △395

その他 △617 △97

小計 △626 3,603

利息及び配当金の受取額 148 28

利息の支払額 △150 △163

法人税等の支払額 △1,224 △1,174

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,852 2,293

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 △106 △45

その他 △99 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △206 △29

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 5,850 3,400

短期借入金の返済による支出 △3,597 △1,750

長期借入れによる収入 － 400

長期借入金の返済による支出 △1,085 △5,270

自己株式の純増減額（△は増加） △334 △3

配当金の支払額 △330 △347

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 501 △3,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,556 △1,308

現金及び現金同等物の期首残高 8,904 21,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,347 20,621
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

建設事業  ：土木、建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸等に関する事業並びにゴルフ場経営に関する事業他 

    

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年6月30日）及び当第１四半期連

結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）のいずれも在外連結子会社及び重要

な在外支店がないため、記載をしておりません。 

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年6月30日）及び当第１四半期連

結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）のいずれも海外売上高がないため、

記載しておりません。 

   

 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）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） 

不動産事業等 
（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  8,828  1,877  10,705  －  10,705

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,753  340  3,093  (3,093)  －

計  11,581  2,217  13,798  (3,093)  10,705

営業損失（△）  △303  △13  △317  (190)  △507

  
建設事業 
（百万円） 

不動産事業等 
（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  10,987  2,866  13,854  －  13,854

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,717  297  2,014  (2,014)  －

計  12,705  3,163  15,868  (2,014)  13,854

営業利益  54  340  394  (38)  355

〔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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受注及び販売の状況（連結） 

(1）受注高 

(2）売上高 

(3）次期繰越高 

６．その他の情報

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

建設 

事業 

建築 
官庁  0  9  8  －

民間  9,448  11,503  2,055  21.8

計  9,448  11,512  2,064  21.8

土木 
官庁  420  864  444  105.7

民間  2,498  2,439  △58  △2.3

計  2,918  3,304  385  13.2

  官庁  420  873  453  107.8

  民間  11,946  13,943  1,996  16.7

合計  12,366  14,816  2,449  19.8

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

建設 

事業 

建築 
官庁  0  12  12  －

民間  5,572  7,226  1,654  29.7

計  5,572  7,239  1,666  29.9

土木 
官庁  436  727  290  66.5

民間  2,819  3,021  202  7.2

計  3,255  3,748  493  15.1

  官庁  436  739  302  69.4

  民間  8,391  10,248  1,856  22.1

合計  8,828  10,987  2,159  24.5

不動産事業  1,877  2,866  988  52.7

合計  10,705  13,854  3,148  29.4

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年６月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

建設 

事業 

建築 
官庁  －  －  －  －

民間  44,574  37,187  △7,386  △16.6

計  44,574  37,187  △7,386  △16.6

土木 
官庁  1,968  1,411  △557  △28.3

民間  7,840  8,096  255  3.3

計  9,809  9,507  △302  △3.1

  官庁  1,968  1,411  △557  △28.3

  民間  52,415  45,283  △7,131  △13.6

合計  54,384  46,694  △7,689  △14.1
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