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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 4,957 △21.6 △157 ― △152 ― △44 ―

21年3月期第1四半期 6,325 94.3 △312 ― △313 ― △230 ―

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 △1.33 ―

21年3月期第1四半期 △6.73 ―

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 39,399 13,496 34.3 406.97
21年3月期 48,938 13,606 27.8 410.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,496百万円 21年3月期  13,606百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

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

16,000 △3.7 △50 ― △100 ― 60 ― 1.77

通期 43,500 △15.9 630 △17.2 530 △21.1 330 ― 9.95



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、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） 

（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） 

※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、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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 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 34,367,644株 21年3月期  34,367,644株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,204,554株 21年3月期  1,201,420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 33,164,482株 21年3月期第1四半期 34,185,704株



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１四半期におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの気配など景気対策の効果が一部で表れつつあるもの

の、企業収益の大幅な減少、個人所得・雇用情勢の悪化等は依然として回復が見られず、引き続き大変厳しい状況が

続いています。 

 このような経営環境のなか、当社グループは事業の一層の伸張を期して鋭意事業活動を展開してまいりましたが、

当第１四半期の売上高は49億57百万円(前年同期比21.6％減）となりました。 

 損益面につきましては、売上高は減少したものの、選別受注の徹底や、きめ細かく原価低減策を実施してまいりま

した結果、経常損失は1億52百万円（前年同期は経常損失3億13百万円）となり、さらに、売上債権の減少による一般

債権貸倒引当金の戻入額を特別利益に計上しましたことにより、四半期純損失は44百万円（前年同期は四半期純損失

2億30百万円）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す。 

（建設事業） 

 建設事業におきましては、前年同期に比べ、大型工事や新潟県中越沖地震の震災復旧工事の売上が減少したため、

売上高は41億17百万円（前年同期比24.6％減）となりました。利益面につきましては、工事の採算性は向上している

ものの、完成工事高が下半期、特に第４四半期に偏るという建設事業特有の季節的変動要因があるため、営業損失は

1億97百万円（前年同期は営業損失3億81百万円）となりました。 

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、マンションの販売戸数が増加したため、売上高は2億75百万円（前年同期比35.7％

増）となりましたが、新規賃貸事業の展開に伴う減価償却費などの固定費が発生しているため、営業損失は58百万円

（前年同期は営業損失47百万円）となりました。 

（その他の事業） 

 その他の事業におきましては、震災関連工事の減少に伴い建材製造販売の売上が減少したため、売上高は5億64百

万円（前年同期比14.6％減）となり、営業利益は1億6百万円（前年同期比14.0％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、393億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ95億38百万円減少いたしました。そ

の主な要因といたしましては、工事代金の入金により受取手形・完成工事未収入金等が101億85百万円減少したこと

によります。 

 負債の部におきましては、前連結会計年度末より、94億28百万円減少し、259億2百万円となりました。その主な要

因といたしましては、返済により短期借入金が67億円減少したことや、上半期に工事量が減少するという建設事業特

有の季節的変動要因により支払手形・工事未払金等が29億32百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部におきましては、前連結会計年度末より、1億10百万円減少し、134億96百万円となりました。その主な

要因といたしましては、株式市況の回復により、その他有価証券評価差額金が33百万円増加したものの、四半期純損

失44百万円と配当金の支払い99百万円により利益剰余金が1億43百万円減少したことによるものであります。 

・キャッシュ・フローの状況 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は30億5百万円となり、前連結会計年度末と比較して

22億66百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は47億95百万円（前年同期は使用した資金6億45百万円）となりました。その主な

要因といたしましては、売上債権の減少額101億85百万円であります。これは、前連結会計年度に大幅に増加した

売上債権の回収が順調に推移した結果、当第１四半期の売上債権の増加額を大きく上回ったためであります。 

 なお、建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが下半期、特に第４四半期連結会計期間に集中してい

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における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期

間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動要因があります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は24百万円（前年同期は使用した資金14億71百万円）となりました。その主な要因

といたしましては、建設機械等の購入による有形固定資産の取得による支出であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は70億37百万円（前年同期は得られた資金29百万円）となりました。その主な要因

といたしましては、売上債権の回収によって得られた資金により短期借入金を返済したことによる短期借入金の減

少額69億円であります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年5月15日に公表いたしました平成22年3月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更は

ありません。業績の見通しに変更等が生じる場合には、速やかに開示いたします。 

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） 

 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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実

効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人

税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しております。 

（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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期1年以上、かつ請負金額1億円以上）

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、当第１四半期連

結会計期間から「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）が適用されたことに伴い、

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（工事の進捗度の見積は原価比例法）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、長期大型工事（工期1年以上、かつ請負金額1億円以

上）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129百万円増加

し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ1百万円減少しております。 



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 3,353,540 5,620,761

受取手形・完成工事未収入金等 7,780,943 17,966,794

販売用不動産 1,275,686 1,355,651

商品 3,945 3,855

未成工事支出金等 8,206,239 4,797,324

材料貯蔵品 66,144 68,014

その他 1,598,340 2,054,031

貸倒引当金 △182,208 △311,416

流動資産合計 22,102,630 31,555,016

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,851,411 4,393,161

土地 7,903,463 7,903,463

その他（純額） 978,459 1,502,335

有形固定資産計 13,733,334 13,798,960

無形固定資産 353,806 364,852

投資その他の資産   

その他 3,802,204 3,935,217

貸倒引当金 △592,805 △716,043

投資その他の資産計 3,209,398 3,219,173

固定資産合計 17,296,539 17,382,986

資産合計 39,399,170 48,938,002

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 9,333,682 12,266,409

短期借入金 4,935,536 11,635,536

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払法人税等 48,405 140,455

未成工事受入金 3,547,413 2,399,091

引当金   

賞与引当金 2,409 191,828

役員賞与引当金 － 11,430

完成工事補償引当金 43,060 63,159

工事損失引当金 286,530 358,786

訴訟損失引当金 46,226 46,226

その他 1,077,850 1,095,083

流動負債合計 19,621,114 28,508,008



（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 1,730,434 1,964,318

引当金   

退職給付引当金 2,191,711 2,170,055

役員退職慰労引当金 369,722 360,848

債務保証損失引当金 187,845 191,496

その他 1,802,045 2,136,615

固定負債合計 6,281,759 6,823,333

負債合計 25,902,874 35,331,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,315,671 5,315,671

資本剰余金 5,359,413 5,359,413

利益剰余金 3,647,631 3,791,301

自己株式 △151,799 △151,366

株主資本合計 14,170,916 14,315,019

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34,208 △67,946

土地再評価差額金 △640,411 △640,411

評価・換算差額等合計 △674,619 △708,358

純資産合計 13,496,296 13,606,661

負債純資産合計 39,399,170 48,938,002



（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）

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 6,325,585 4,957,942

売上原価 5,760,438 4,303,146

売上総利益 565,147 654,795

販売費及び一般管理費 877,583 812,611

営業損失（△） △312,436 △157,815

営業外収益   

受取利息 2,815 9,087

受取配当金 15,376 16,274

その他 13,364 10,853

営業外収益合計 31,556 36,214

営業外費用   

支払利息 30,640 30,252

その他 2,115 816

営業外費用合計 32,756 31,068

経常損失（△） △313,635 △152,669

特別利益   

前期損益修正益 29,611 136,172

固定資産売却益 855 395

その他 275 12,471

特別利益合計 30,742 149,038

特別損失   

前期損益修正損 578 －

固定資産除却損 1,079 16,166

販売用不動産評価損 57,247 －

その他 1,428 －

特別損失合計 60,335 16,166

税金等調整前四半期純損失（△） △343,228 △19,797

法人税等 △113,114 24,374

四半期純損失（△） △230,113 △44,171



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △343,228 △19,797

減価償却費 117,286 150,407

のれん償却額 5,872 5,872

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,042 △252,446

賞与引当金の増減額（△は減少） △254,550 △189,419

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,368 △11,430

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 41,843 △20,099

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,542 △72,256

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,920 21,656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △185,820 8,873

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △2,776 △3,651

受取利息及び受取配当金 △18,192 △25,361

支払利息 30,640 30,252

売上債権の増減額（△は増加） 2,050,245 10,185,850

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,133,907 △3,408,914

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,256 79,965

仕入債務の増減額（△は減少） 291,383 △2,932,727

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,931,029 1,196,610

その他 427,507 532,894

小計 △45,358 5,276,281

利息及び配当金の受取額 18,192 25,361

利息の支払額 △31,054 △22,116

和解金の支払額 － △355,000

法人税等の支払額 △587,522 △129,174

営業活動によるキャッシュ・フロー △645,742 4,795,352

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 △1,016,615 △47,795

有形固定資産の売却による収入 1,577 1,100

投資有価証券の取得による支出 △22,565 △110

貸付けによる支出 △440,000 －

貸付金の回収による収入 6,955 17,890

その他 △402 4,103

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,471,050 △24,811

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） － △6,900,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △32,884 △33,884

自己株式の取得による支出 △502 △433

配当金の支払額 △136,746 △96,461

その他 － △6,283

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,867 △7,037,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,086,925 △2,266,521

現金及び現金同等物の期首残高 4,413,789 5,271,954

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,326,863 3,005,432



（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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

当第１四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

海外売上高がないため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。 

 
建設事業 

（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            

(1）外部顧客に対する売上高 5,460,503 203,317 661,763 6,325,585 － 6,325,585 

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

2,727 5,769 43,526 52,023 (52,023) － 

  計 5,463,231 209,086 705,290 6,377,609 (52,023) 6,325,585 

営業利益（△は営業損失） △381,937 △47,966 123,640 △306,263 (6,172) △312,436 

 
建設事業 

（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            

(1）外部顧客に対する売上高 4,117,205 275,832 564,904 4,957,942 － 4,957,942 

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

1,754 6,435 45,061 53,251 (53,251) － 

  計 4,118,959 282,267 609,966 5,011,193 (53,251) 4,957,942 

営業利益（△は営業損失） △197,105 △58,786 106,287 △149,603 (8,212) △157,815 



６．その他の情報 

（１）連結受注実績                                   （単位：千円） 

（２）連結売上実績                                   （単位：千円） 

（３）提出会社単独の建設事業受注高、売上高及び繰越高の状況              （単位：百万円） 

  

        期別 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 前連結会計年度 

 項目 
（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日） 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

 建設事業 9,367,928 7,327,923 39,389,566 

 不動産事業 203,317 275,832 1,400,040 

 その他の事業 769,292 791,528 3,091,495 

 合計 10,340,538 8,395,284 43,881,103 

        期別 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 前連結会計年度 

 項目 
（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日） 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

 建設事業 5,460,503 4,117,205 47,179,264 

 不動産事業 203,317 275,832 1,400,040 

 その他の事業 661,763 564,904 3,133,992 

 合計 6,325,585 4,957,942 51,713,297 

 
前第１四半期累計期間 

 （Ｈ20.4.1～Ｈ20.6.30） 

当第１四半期累計期間  

 （Ｈ21.4.1～Ｈ21.6.30）  
 増減 

  官公庁 民間  計(A)  
構成比 

(%) 
官公庁 民間 計(B) 

構成比 

(%) 

金額 

(B-A) 

率 

(%) 

受 

注 

高 

土木  2,751 2,085 4,837 55.5 1,269 1,726 2,996 43.7 △1,840 △38.1

建築  197 3,677 3,875 44.5 1,362 2,498 3,861 56.3 △14 △0.4

計 2,949 5,762 8,712 100.0 2,632 4,224 6,857 100.0 △1,855 △21.3

構成比(%) 33.9 66.1 100.0  38.4 61.6 100.0     

売 

上 

高 

土木  1,889 305 2,194 37.6 1,069 500 1,570 39.1 △623 △28.4

建築  307 3,335 3,642 62.4 323 2,122 2,446 60.9 △1,196 △32.8

計 2,196 3,640 5,837 100.0 1,393 2,623 4,016 100.0 △1,820 △31.2

構成比(%) 37.6 62.4 100.0  34.7 65.3 100.0     

繰 

越 

高 

土木  15,824 3,191 19,015 56.4 8,851 3,430 12,282 47.0 △6,733 △35.4

建築  1,510 13,203 14,713 43.6 4,367 9,496 13,863 53.0 △849 △5.8

計  17,334 16,394 33,728 100.0 13,218 12,927 26,145 100.0 △7,582 △22.5

構成比(%) 51.4 48.6 100.0  50.6 49.4 100.0     
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