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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10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 ％

21年9月期第3四半期 15,389 ― 632 ― 728 ― 374 ―

20年9月期第3四半期 14,897 ― △61 ― △15 ― △65 ―

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9月期第3四半期 18.33 ―

20年9月期第3四半期 △3.21 ―

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9月期第3四半期 16,976 8,947 52.7 437.92
20年9月期 19,499 8,650 44.4 423.40

（参考） 自己資本  21年9月期第3四半期  8,947百万円 20年9月期  8,650百万円

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9月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年9月期 ― 2.50 ―

21年9月期 
（予想） 2.50 5.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 20,300 △18.6 600 13.0 700 38.6 320 ― 15.66
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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  

(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 

１.本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。従いまして、実
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知おきください。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意
事項等については、３ページ定性的情報・財務諸表等をご覧ください。 
２.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 ―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9月期第3四半期 21,103,514株 20年9月期 21,103,514株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期 672,541株 20年9月期 671,705株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 20,431,134株 20年9月期第3四半期 20,434,281株
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【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 3 四半期における我が国経済は、大幅に悪化した景気の下げ止まり感はあるものの、昨夏以降の世界

経済の急速の悪化を受け、輸出関連企業を中心に企業収益は大幅に落ち込み、設備投資の減少や雇用環境の

厳しさから個人消費が弱まる等、厳しい環境で推移しました。 

当社グループの主たる建設業界におきましても、民間投資の減少など厳しい経営環境が続いています。 

このような状況の中、当第 3 四半期の連結売上高は 15,389 百万円でありました。収益面では、過当競争が
続く中、全社的なＩE 活動、ＫＡＩＺＥＮ活動を中心とした経費削減に努めたことに加え、首都圏に於ける
マンション事業も順調に推移した結果、営業利益 632百万円、経常利益 728百万円となりました。 
純利益は固定資産の減損損失などを特別損失として計上し、税金等調整前四半期純利益 695百万円となり
ました。税金費用 320百万円計上後、第 3四半期純利益は 374百万円となりました。 
  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 
 ①建設事業 
    建設事業につきましては国内外の大幅な景気悪化を受けているものの完成工事高は10,657百万円営業利

益 320百万円となりました。 
   なお工事は完成時期が第 2四半期及び第 4四半期に集中する傾向にあります。 
 ②エンジニアリング事業 
    エンジニアリング事業につきましてはダム関連工事・橋梁を主体として売上高 1,425百万円営業利益 

277百万円となりました。 
  ③開発事業等 
    開発事業等につきましては首都圏マンション事業を主体として売上高 3,640百万円営業利益 448百万円

となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

 （資産） 

 当第3四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ、総額2,522百万円減少の16,976百万円であります。
主な変動要因は前期末完成・引渡開始の首都圏マンション費用が主要因の流動資産減少 2,558 百万円であ
ります。 
 （負債） 
 当第 3四半期末の負債は前連結会計年度末に比べ 2,819百万円減少の 8,029百万円であります。 
主な変動要因は支払手形・工事未払金の減少 4,352百万円であります。 
（純資産） 
当第 3四半期末の純資産は前連結会計年度末に比べ 296百万円増加の 8,947百万円であります。 
自己資本比率は 52.7％となっております。 
 

  （２）キャッシュ・フローの状況 
    当第 3 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｣といいます)は、前年度末に比

べ 917百万円減少し 2,522百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通
りです。 
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  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
    営業活動の結果、使用減少した資金は 1,556 百万円となりました。主な要因は売上債権の減少 2,892

百万円の一方、仕入債務の減少 4,352 百万円、その他の棚卸資産増加 1,418 百万円、営業貸付金の増加
371百万円などによるものです。 

 
  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
    投資活動の結果、使用減少した資金は 358 百万円となりました。これはエンジニアリング事業部にお

ける電気室等の建設資金を主体とした有形固定資産増加 334百万円が主な要因です。 
 
  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
    財務活動の結果、獲得した資金は 997 百万円となりました。主な要因は、短期借入金の純増額 1,100

百万円及び配当金の支払額 102百万円であります。 
 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21年 5月 13日に公表いたしました、平成 21年 9月期の業績予想に変更はございません。 

 

４． その他 

（1） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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 

   (イ) 簡便な会計処理に関する事項 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第 3四半期連結会計期間末の貸倒実績率が、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 

② 棚卸資産の評価方法 

当第 3四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実施棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

 

③ 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いては、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。 
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④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

   (ロ)  四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理 

     ① 税金費用計算 

      税金費用につきましては、当第 3 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

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じ

て計算する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含め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 

   会計処理基準の改正に伴う変更 

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 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

によっていましたが、「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日以降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、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

の売買取引に係る会計処理によっています。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

ています。 

なお、リース取引開始日が平成 20 年 9 月 30 日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。 

また、この変更による損益に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

 ①有形固定資産の耐用年数の変更 

   当社の機械装置の耐用年数については、平成 20年度法人税法の改正を契機として見直しを行い、当

第 1四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用しております。 

これによる損益に与える影響は、軽微です。 
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②役員退職慰労金制度の廃止 

平成 20年 12月18日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止する決議いた

しました。 

この廃止に伴い、制度廃止日まで計上されていた役員退職慰労金引当金 192,448 千円を固定負債の

「その他」に計上しております。 
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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３四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20年９月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金預金 2,547,832 3,460,489 
受取手形・完成工事未収入金等 1,244,510 4,136,611 
販売用不動産 2,735,884 3,015,131 
未成工事支出金 1,698,301 1,752,933 
開発事業等支出金 1,753,077 297,166 
材料貯蔵品 135,112 164,324 
その他のたな卸資産 4,156 12,699 
その他 1,023,004 885,797 
貸倒引当金 △43,700 △68,072 

流動資産合計 11,098,180 13,657,080 
固定資産   
有形固定資産   
建物・構築物（純額） 2,699,083 2,507,235 
土地 1,644,406 1,797,317 
その他（純額） 155,718 205,302 
有形固定資産合計 4,499,208 4,509,855 

無形固定資産 100,712 105,719 
投資その他の資産   
その他 1,338,315 1,290,847 
貸倒引当金 △59,672 △64,003 

投資その他の資産合計 1,278,642 1,226,843 

固定資産合計 5,878,563 5,842,419 

資産合計 16,976,743 19,499,499 

負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金等 2,800,491 7,153,215 
短期借入金 1,700,000 600,000 
未払法人税等 228,612 195,092 
未成工事受入金 2,113,394 1,930,792 
引当金 257,289 224,571 
その他 470,590 294,619 
流動負債合計 7,570,377 10,398,290 

固定負債   
引当金 － 181,143 
その他 459,296 269,254 
固定負債合計 459,296 450,397 

負債合計 8,029,673 10,848,688 
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（単位：千円）

当第３四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20年９月30日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,888,492 2,888,492 
資本剰余金 1,995,602 1,995,602 
利益剰余金 4,271,617 3,999,206 
自己株式 △197,075 △196,982 

株主資本合計 8,958,636 8,686,318 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △11,566 △35,506 

評価・換算差額等合計 △11,566 △35,506 

純資産合計 8,947,069 8,650,811 

負債純資産合計 16,976,743 19,499,499 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高  
完成工事高 11,754,024 
開発事業等売上高 3,635,910 
売上高合計 15,389,934 

売上原価  
完成工事原価 10,231,448 
開発事業等売上原価 2,969,899 
売上原価合計 13,201,348 

売上総利益  
完成工事総利益 1,522,575 
開発事業等総利益 666,010 
売上総利益合計 2,188,586 

販売費及び一般管理費 1,556,563 
営業利益 632,022 

営業外収益  
受取利息 13,292 
受取配当金 8,545 
受取和解金 4,100 
違約金収入 67,066 
その他 19,106 
営業外収益合計 112,110 

営業外費用  
支払利息 8,926 
保険解約損 1,498 
その他 5,065 
営業外費用合計 15,490 

経常利益 728,641 

特別利益  
賞与引当金戻入額 46,235 
貸倒引当金戻入額 26,392 
その他 1,100 
特別利益合計 73,727 

特別損失  
減損損失 60,421 
店舗閉鎖損失 15,771 
固定資産除却損 31,017 
特別損失合計 107,211 

税金等調整前四半期純利益 695,158 

法人税、住民税及び事業税 302,156 
過年度法人税等 18,434 
法人税等合計 320,590 

四半期純利益 374,567 
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(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 3,084,788 
開発事業等売上高 1,575,080 
売上高合計 4,659,869 

売上原価  
完成工事原価 2,722,894 
開発事業等売上原価 1,241,028 
売上原価合計 3,963,923 

売上総利益  
完成工事総利益 361,893 
開発事業等総利益 334,051 
売上総利益合計 695,945 

販売費及び一般管理費 483,526 
営業利益 212,419 
営業外収益  
受取利息 4,284 
受取配当金 5,332 
違約金収入 1,066 
その他 3,666 
営業外収益合計 14,349 

営業外費用  
支払利息 1,802 
その他 1,666 
営業外費用合計 3,468 

経常利益 223,300 
特別利益  
貸倒引当金戻入額 7,234 
その他 238 
特別利益合計 7,472 

特別損失  
投資有価証券評価損 △82,169 
固定資産除却損 14,842 

特別損失合計 △67,326 

税金等調整前四半期純利益 298,098 
法人税、住民税及び事業税 128,953 
四半期純利益 169,145 
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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 695,158 
減価償却費 164,480 
減損損失 60,421 
引当金の増減額（△は減少） △111,020 
貸倒引当金戻入額 △26,392 
賞与引当金戻入額 △46,235 
完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △714 
受取利息及び受取配当金 △21,837 
支払利息 8,926 
その他の特別損益（△は益） △386 
店舗閉鎖損失 15,771 
固定資産除却損 31,017 
売上債権の増減額（△は増加） 2,892,100 
未成工事支出金の増減額（△は増加） 54,632 
販売用不動産の増減額（△は増加） 380,850 
その他のたな卸資産の増減額 （△は増加） △1,418,133 
仕入債務の増減額（△は減少） △4,352,723 
未成工事受入金の増減額（△は減少） 182,601 
未払消費税等の増減額（△は減少） 7,160 
営業貸付金の増減額（△は増加） △371,234 
未収入金の増減額（△は増加） 219,905 
その他 391,877 

小計 △1,243,776 

利息及び配当金の受取額 21,837 
利息の支払額 △8,926 
法人税等の支払額 △325,765 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,556,630 

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 25,060 
有形固定資産の取得による支出 △334,853 
有形固定資産の売却による収入 2,000 
無形固定資産の取得による支出 △10,670 
投資有価証券の取得による支出 △40,416 
投資有価証券の売却による収入 150 

投資活動によるキャッシュ・フロー △358,729 
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 1,100,000 
自己株式の取得による支出 △92 
配当金の支払額 △102,156 

財務活動によるキャッシュ・フロー 997,752 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △917,607 

現金及び現金同等物の期首残高 3,440,371 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,522,764 
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当連結会計年度により 「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。 

 

(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〕 

    当第 3 四半期連結累計期間（自 平成 20 年 10 月 1 日 至 平成 21 年 6 月 30 日） 

 
建設事業 
 

（千円） 

エンジニアリ
ング事業 
（千円） 

開発事業等
 

（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 

 

10,328,578 

 

1,425,445

 

3,635,910

 

15,389,934

 

       ―

 

15,389,934
（2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 328,573 ― 4,500 333,073 △333,073 ―

計 10,657,151 1,425,445 3,640,410 15,723,008 △333,073 15,389,934

営業利益 320,645 277,737 448,533 1,046,916 △414,893 632,022

       （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 

              当連結グループの事業区分は、内部管理上採用している建設事業（建築・土木）、エンジニアリング事業

及び開発事業等に区分しています。 

② 各区分に属する主要な事業の内容 

事業区分 主要製品 

建設事業 建築・土木・舗装工事の設計及び施工 

エンジニアリング事業 橋梁・電気通信・水圧鉄管工事等の設計及び施工、エコ関連商品（汚泥減量装

置等）の製作及び販売 

開発事業等 不動産売買及び賃貸、分譲マンション事業、飲食関連 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

     当第 3 四半期連結累計期間  （自 平成 20 年 10 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重要な支店がないため、記載を省略しております。 

 

〔海外売上高〕 

     当第 3 四半期連結累計期間  （自 平成 20 年 10 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。 

 

（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。 
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個別受注実績 (百万円未満切り捨て）

△18.5%

△38.9%

増減率

（　％　）

官公庁 1,396 (12.1) 902 (6.4) 494 54.8

民　間 5,944 (51.5) 9,303 (65.7) △ 3,359 △ 36.1

計 7,340 (63.6) 10,206 (72.1) △ 2,866 △ 28.1

官公庁 1,175 (10.2) 831 (5.9) 344 41.4

民　間 201 (1.7) 287 (2.0) △ 86 △ 30.0

計 1,376 (11.9) 1,118 (7.9) 258 23.1

官公庁 618 (5.3) 285 (2.0) 333 116.8

民　間 1,014 (8.8) 1,398 (9.9) △ 384 △ 27.5

計 1,632 (14.1) 1,683 (11.9) △ 51 △ 3.0

官公庁 3,189 (27.6) 2,018 (14.3) 1,171 58.0

民　間 7,160 (62.0) 10,989 (77.6) △ 3,829 △ 34.8

計 10,348 (89.6) 13,008 (91.9) △ 2,660 △ 20.4

1,196 (10.4) 1,153 (8.1) 43 3.7

11,544 (100.0) 14,161 (100.0) △ 2,617 △ 18.5

（注） ①　（　　）内のパーセント表示は、構成比率

②　百万円未満は、切り捨てて表示してあります。

[個別受注実績に関する定性的情報等]

当該四半期において企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与えた事象

 該当する事象は、特に発生しておりません。

平成21年9月期第3四半期

受注高

　　　　②　パーセント表示は、前年同四半期比増減率

平成20年9月期

第3四半期

(参考）受注実績内訳 （単位：百万円）

11,544百万円

平成20年9月期第3四半期

（注）　①　受注高は、当該四半期までの累計額

14,161百万円

土　木

エンジニアリング

平成21年9月期

第3四半期

　　　受注実績は、11,544百万円（昨年同期比18.5％減）となりました。

　　　当該四半期の個別受注実績は上記のとおりであります。

比較増減

(7)　平成21年9月期第3四半期業績の概況　（平成20年10月1日～平成21年6月30日）

合　計

合　　　　　計

開　発　事　業　等

区　分

建
　
設
　
事
　
業

建　築
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「参考資料」

　　　前年同四半期に係る財務諸表

　　　前第3四半期連結損益計算書

百分比
（％）

Ⅰ　売上高 14,897,477 100.0

完成工事高 12,840,667

開発事業等売上高 2,056,809

Ⅱ　売上原価 12,970,118 87.1

完成工事原価 11,150,445

開発事業等売上原価 1,819,672

　　売上総利益 1,927,358 12.9

完成工事総利益 1,690,222

開発事業等売上総利益 237,136

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,989,179 13.3

　営業利益 △ 61,821 △ 0.4

Ⅳ　営業外収益 54,349 0.4

Ⅴ　営業外費用 7,981 0.1

　　経常利益 △ 15,452 △ 0.1

Ⅵ　特別利益 189,527 1.3

Ⅶ　特別損失 169,905 1.2

税金等調整前四半期純利益 4,170 0.0

税金費用 69,817 0.4

四半期純損失（△） △ 65,647 △ 0.4

前第3四半期連結累計期間

区分 金額　（千円）

(自　　平成19年10月1日
　至　　平成20年6月30日）
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