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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 7,255 16.7 38 ― 63 ― 21 ―
21年3月期第1四半期 6,217 ― △289 ― △279 ― △158 ―

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 1.95 ―
21年3月期第1四半期 △14.04 ―

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 24,708 5,827 23.6 531.94
21年3月期 28,293 5,873 20.8 528.49

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,827百万円 21年3月期  5,873百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 5.00 5.00

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

13,500 5.1 △70 ― △80 ― △60 ― △5.40

通期 37,000 2.1 800 2.7 700 △10.0 300 18.3 27.00
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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、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 
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 11,300,000株 21年3月期  11,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  345,190株 21年3月期  187,190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 11,067,788株 21年3月期第1四半期 11,293,810株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、景況感に一部下げ止まりの兆しが見られるものの、世界的な経済悪化の

影響は根強く、企業収益の減少や雇用・所得環境の悪化などにより、依然として厳しい状況が続いてまいりまし

た。 

 こうしたなかで、建設業界におきましては、補正予算の効果もあって公共投資は増加傾向にあるものの、企業

の設備投資などが大幅に減少していることから、建設投資全体としては総じて低調に推移してまいりました。 

 このような環境下にあって、当社グループの連結業績は売上高につきましては大型工事の完成もあって 7,255

百万円（前年同四半期比16.7％増）となりました。損益面では、増収効果及び徹底した厳格な原価管理の実行に

よる売上総利益の改善と固定費が低減された結果、営業利益38百万円（前年同四半期は 289百万円の営業損

失）、経常利益63百万円（前年同四半期は279百万円の経常損失）、四半期純利益21百万円（前年同四半期は158

百万円の四半期純損失）となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、未成工事支出金等が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ 

3,584百万円減の24,708百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ212百万円減の3,445百万

円となりました。 

 なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ45百万円減の 5,827百万円となり、自己資本比率は23.6％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の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,074百万円減

少し1,958百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は748百万円（前年同四半期は146百万円の獲得）となりました。これは主に仕

入債務の減少によるものです。 

 （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46百万円（前年同四半期は 226百万円の使用）となりました。これは主に定

期預金の増加によるものです。 

 （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279百万円（前年同四半期は3百万円の使用）となりました。これは主に借入

金の返済によるものです。  

 第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年５月15日に公表しました業績予

想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

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
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（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。 

 これにより、売上高は180,889千円増加し、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

17,296千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

（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
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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 3,012,920 4,028,735

受取手形・完成工事未収入金等 4,168,656 4,809,943

販売用不動産 306,544 453,801

未成工事支出金 8,339,459 9,480,925

その他 696,135 1,316,546

貸倒引当金 △170,820 △198,361

流動資産合計 16,352,894 19,891,591

固定資産   

有形固定資産 4,916,809 5,171,551

無形固定資産 39,757 40,808

投資その他の資産   

その他 4,867,447 4,642,533

貸倒引当金 △1,468,150 △1,453,211

投資その他の資産計 3,399,297 3,189,322

固定資産合計 8,355,864 8,401,682

資産合計 24,708,759 28,293,274

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 6,675,476 9,304,642

短期借入金 3,369,036 3,576,848

未払法人税等 19,257 30,762

未成工事受入金 6,053,055 6,391,674

賞与引当金 5,170 4,669

完成工事補償引当金 28,234 58,181

その他 369,701 667,575

流動負債合計 16,519,932 20,034,353

固定負債   

長期借入金 76,480 81,142

退職給付引当金 1,135,031 1,126,166

入会保証預り金 1,135,238 1,163,002

その他 14,776 15,547

固定負債合計 2,361,525 2,385,858

負債合計 18,881,458 22,420,212
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 2,843,001 2,877,001

自己株式 △43,748 △23,124

株主資本合計 5,852,882 5,907,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,582 △34,444

評価・換算差額等合計 △25,582 △34,444

純資産合計 5,827,300 5,873,061

負債純資産合計 24,708,759 28,293,274
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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）

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 6,217,561 7,255,210

売上原価 5,931,527 6,812,700

売上総利益 286,034 442,509

販売費及び一般管理費 575,295 404,185

営業利益又は営業損失（△） △289,261 38,324

営業外収益   

受取利息 1,819 2,717

受取配当金 2,185 3,602

受取賃貸料 9,191 7,573

入会保証預り金償還益 － 18,700

受取保険金 － 19,700

その他 15,404 5,256

営業外収益合計 28,602 57,550

営業外費用   

支払利息 18,269 31,861

その他 218 493

営業外費用合計 18,488 32,355

経常利益又は経常損失（△） △279,148 63,519

特別利益   

貸倒引当金戻入額 121,386 9,015

その他 883 －

特別利益合計 122,270 9,015

特別損失   

投資有価証券評価損 108,186 2,171

その他 58 14

特別損失合計 108,244 2,185

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（△）

△265,122 70,350

法人税、住民税及び事業税 4,839 14,923

法人税等調整額 △111,395 33,862

法人税等合計 △106,556 48,786

四半期純利益又は四半期純損失（△） △158,566 21,564
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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）

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（△）

△265,122 70,350

減価償却費 34,748 32,019

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,623 8,864

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △111,104 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △129,115 △12,602

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,634 501

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,820 △29,946

投資有価証券評価損益（△は益） 108,186 2,171

受取利息及び受取配当金 △4,005 △6,320

支払利息 18,269 31,861

売上債権の増減額（△は増加） 4,384,455 629,630

販売用不動産の増減額（△は増加） △505,470 147,257

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,578,459 1,141,466

仕入債務の増減額（△は減少） △1,727,077 △2,629,165

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,234,366 △338,619

その他 △188,341 254,987

小計 203,251 △697,543

利息及び配当金の受取額 6,101 7,832

利息の支払額 △33,309 △33,387

法人税等の支払額 △29,599 △25,140

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,444 △748,239

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 91,300 △58,594

有形固定資産の取得による支出 △8,586 △1,933

有形固定資産の売却による収入 447 183

投資有価証券の取得による支出 △300,233 △298

貸付金の回収による収入 574 1,281

その他 △10,443 12,701

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,941 △46,658

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） 33,000 △207,811

長期借入金の返済による支出 △20,893 △4,662

自己株式の取得による支出 － △20,624

配当金の支払額 △15,298 △46,413

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,191 △279,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △83,689 △1,074,408

現金及び現金同等物の期首残高 3,918,359 3,032,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,834,670 1,958,419
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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）１. 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高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 

    ２．会計処理方法の変更 

当第１四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「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」に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より、「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）を適用しております。

これにより、建設事業で、売上高は180,889千円、営業利益は17,296千円それぞれ増加しております。 

（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 
（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  6,099,812  63,905  53,843  6,217,561 －   6,217,561

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5  －  －  5 (5)   －

計  6,099,817  63,905  53,843  6,217,566 (5)   6,217,561

営業利益又は営業損失（△）  △268,073  2,892  △24,080  △289,261 －   △289,261

  
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  7,050,744  149,073  55,392  7,255,210 －   7,255,210

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 790  －  －  790 （790）  －

計  7,051,535  149,073  55,392  7,256,001 （790）  7,255,210

営業利益又は営業損失（△）  56,708  △4,681  △13,702  38,324 －   38,324

建設事業 建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業 

不動産事業 自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業 

その他の事業 ゴルフ場に関する事業 
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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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので記載をしておりません。 

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので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） 

海外売上高がないため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４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。   

 該当事項はありません。 

   

受注高・売上高・繰越高 

受注高 

売上高 

繰越高 

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。  

  

  

  

〔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

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建設事業（千円） 10,592,672 6,262,266（ 40.9％減）

不動産事業（千円） 112,109 156,782（ 39.9％増）

その他の事業（千円） 53,843 55,392（  2.9％増）

合計（千円） 10,758,624 6,474,441（ 39.8％減）

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建設事業（千円） 6,099,812 7,050,744（ 15.6％増）

不動産事業（千円） 63,905 149,073（133.3％増）

その他の事業（千円） 53,843 55,392（  2.9％増）

合計（千円） 6,217,561 7,255,210（ 16.7％増）

事業の種類別セグメントの名称 
前第１四半期連結累計期間末

（平成20年６月30日） 
当第１四半期連結累計期間末
（平成21年６月30日） 

建設事業（千円） 38,810,329 27,889,633（ 28.1％減）

不動産事業（千円） 48,203 41,292（ 14.3％減）

その他の事業（千円） － －（   － ）

合計（千円） 38,858,532 27,930,925（ 28.1％減）
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