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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 262 △95.7 △174 ― △387 ― △221 ―
21年3月期第1四半期 6,106 △5.6 △468 ― △566 ― △458 ―

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 △8.14 ―
21年3月期第1四半期 △16.82 ―

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 20,328 253 1.1 7.99
21年3月期 21,908 480 2.0 15.95

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  217百万円 21年3月期  434百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

440 △96.7 △65 ― △83 ― △87 ― △3.16

通期 930 △96.5 △100 ― △130 ― △140 ― △5.13
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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】４．その他（２）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） 

(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．平成21年５月15日の決算発表時に公表した連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．連結業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々な要因により予想値と異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 無
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 27,276,701株 21年3月期  27,276,701株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,434株 21年3月期  2,434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 27,274,267株 21年3月期第1四半期 27,274,297株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に株価や生産の回復の兆しがありましたが、個人消費や住

宅投資は雇用・所得環境の悪化により支出を抑える傾向が強まり、国内景気は先行き不透明な中で推移しておりま

す。 

 当社グループが属する建設関連業界におきましても、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。また、金融環境においても目立った改善

は見られず、依然厳しく推移しています。 

 このような状況のもと、当社グループは市場環境の変化に対応できる組織編成と経営資源の戦略的シフトを推し進

め、子会社株式の売却、不動産の売却、販売管理費の削減等を行ってまいりました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は262百万円（前期比95.7％減）、営業損失は174百万円

（前年同四半期は468百万円の損失）、経常損失は387百万円（前年同四半期は566百万円の損失）、四半期純損失は

221百万円（前年同四半期は458百万円の損失）となりました。 

 当第１四半期連結会計年度末の総資産の残高は、売上債権の回収により受取手形・完成業務未収入金・完成工事未

収入金等が減少し、前連結会計年度末に比べ1,580百万円減少の20,328百万円となりました。 

負債の残高は、支払手形・業務未払金及び工事未払金等及び未成業務受入金及び未成工事受入金等などの減少に

より、前連結会計年度末に比べ1,353百万円減少の20,074百万円となりました。 

純資産の残高は、当四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ226百万円減少の253百万円となりまし

た。なお、自己資本比率は、1.1%であります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は102百万円となりました。当第1四半期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425百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失230百万円を計上し

ましたが、売上債権の回収が順調に進んだことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により得られた資金は80百万円となりました。これは主に有形固定資産の売却と長期貸付金の回収によ

るものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は523百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものです。 

平成21年５月31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。 

 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありませんが、平成21年４月20日付けで連結子会社であった株式会

社塩見キャリアフィールディング、平成21年５月１日付けで連結子会社であった中央設計株式会社及び株式会社

田辺設計は、当社が所有する株式をすべて売却したため、連結子会社ではなくなりました。 

①簡便な会計処理 

１)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２)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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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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 該当事項はありません。   

 当社グループは、前連結会計年度からのサブプライム問題の長期化に起因する金融市場の信用収縮、公共投資

の減少傾向が継続する中での住宅投資の減少、熾烈な価格競争、資材価格の高騰による事業延期、改正建築基準

法による設計業務の長期化等により、当社グループを取り巻く事業環境は極めて厳しいものとなっています。こ

れにより前連結会計年度においては売上高の大幅な減少等による営業損失1,347百万円及び経常損失1,787百万

円、貸倒引当金繰入額、関係会社株式売却損等による特別損失5,725百万円により当期純損失が5,939百万円とな

り純資産額が480百万円となった結果、金融機関数社との間のコミットメントライン等に付与されている財務制

限条項に抵触しました。また、一部の金融機関の借入等に対して期限の利益を喪失しました。 

 当第１四半期連結会計期間においても世界的な金融危機の影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消

費の低迷等引き続き厳しい状況で推移しており、民間設備投資の慎重姿勢や公共投資の縮小継続などによる当社

グル－プの事業環境は依然として厳しい状況が続き、営業損失174百万円、経常損失387百万円、四半期純損失

221百万円を計上し、純資産は253百万円となりました。 

 当社グループはこの状況を解消するために、平成20年10月３日付開催の取締役会で当社グループの組織再編を

行うことを決議し、「①市場環境の変化に対応できる組織編成とすること、②経営資源の戦略的シフト」の基本

方針に基づき、子会社株式の一部又は全株の売却、不採算会社の規模縮小又は事業の清算、グループ全体の販管

費削減、遊休不動産等の売却等、並びに金融機関等への支援要請によって、財務体質の改善と経営資源の効率化

を図り経営を安定させることをすすめてまいりました。 

 この結果、前連結会計年度の期首において23社有していた連結子会社は当第１四半期連結会計期間末において

７社まで減少し、今後も主要銀行との交渉を踏まえ引続き組織再編に取り組むとともに、さらに不動産の売却及

び貸付金の回収をすすめ、更なる財務体質の改善と経営資源の効率化を図り経営を安定させることをすすめてま

いります 。 

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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 183,432 218,432

受取手形・完成業務未収入金及び完成工事未
収入金等

270,334 1,657,810

たな卸資産 211,148 263,312

短期貸付金 1,380,533 1,560,545

未収入金 939,620 399,696

立替金 150,850 423,599

その他 377,028 199,118

貸倒引当金 △49,074 △82,417

流動資産合計 3,463,873 4,640,097

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,928,524 3,280,238

土地 3,770,345 3,906,228

その他（純額） 64,997 69,330

有形固定資産計 6,763,867 7,255,797

無形固定資産   

のれん 1,838,381 1,865,872

その他 4,533 5,494

無形固定資産計 1,842,914 1,871,366

投資その他の資産   

長期貸付金 8,085,800 8,708,551

破産債権、更生債権等 1,694,680  

その他 532,539 1,645,418

貸倒引当金 △2,055,447 △2,212,688

投資その他の資産計 8,257,572 8,141,281

固定資産合計 16,864,354 17,268,446

資産合計 20,328,227 21,908,543
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・業務未払金及び工事未払金等 44,380 111,572

短期借入金 13,941,081 14,616,706

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 1,151,677 983,868

未払法人税等 18,659 26,195

預り金 22,497 438,318

未成業務受入金及び未成工事受入金 29,822 68,662

賞与引当金 1,453 1,453

受注損失引当金 1,741 803

その他 677,802 551,694

流動負債合計 15,989,115 16,899,275

固定負債   

長期借入金 2,652,864 2,989,934

債務保証損失引当金 538,230 614,000

負ののれん 579,094 610,308

その他 315,121 314,584

固定負債合計 4,085,311 4,528,827

負債合計 20,074,426 21,428,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,534,105 2,534,105

資本剰余金 2,514,772 2,514,772

利益剰余金 △4,830,591 △4,608,640

自己株式 △947 △947

株主資本合計 217,338 439,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 495 △4,299

評価・換算差額等合計 495 △4,299

少数株主持分 35,966 45,450

純資産合計 253,801 480,440

負債純資産合計 20,328,227 21,908,543
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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 6,106,476 262,518

売上原価 5,426,078 185,111

売上総利益 680,397 77,407

販売費及び一般管理費 1,148,835 251,998

営業損失（△） △468,438 △174,591

営業外収益   

受取利息 28,169 8,017

負ののれん償却額 80,331 30,478

その他 32,553 33,785

営業外収益合計 141,054 72,281

営業外費用   

支払利息 127,476 39,064

貸倒引当金繰入額 56,700 22,493

持分法による投資損失 20,686 15,947

その他 34,126 207,346

営業外費用合計 238,989 284,851

経常損失（△） △566,373 △387,161

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,131

関係会社株式売却益 － 66,051

貸倒引当金戻入額 － 225,524

債務保証損失引当金戻入額 － 75,769

固定資産売却益 1,238 －

その他 698 －

特別利益合計 1,936 368,477

特別損失   

投資有価証券売却損 － 0

関係会社株式売却損 － 15,518

貸倒引当金繰入額 － 15,268

貸倒損失 － 3,867

固定資産売却損 － 177,081

固定資産除却損 17,295 575

その他 362 －

特別損失合計 17,657 212,310

税金等調整前四半期純損失（△） △582,094 △230,994

法人税、住民税及び事業税 7,236 439

法人税等調整額 △126,462 －

法人税等合計 △119,226 439

少数株主損失（△） △4,224 △9,483

四半期純損失（△） △458,643 △221,950
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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損失（△） △582,094 △230,994

減価償却費 144,479 28,144

のれん償却額 △35,868 △2,987

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,846 △151,270

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △75,769

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,249 －

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,147 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,834 1,149

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,301 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600 －

受取利息及び受取配当金 △28,400 △8,052

支払利息 127,476 39,064

固定資産売却損益（△は益） △1,238 175,108

固定資産除却損 17,295 575

損害賠償損失 － 202,219

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,131

関係会社株式売却損益（△は益） － △50,533

貸倒損失 － 3,867

持分法による投資損益（△は益） 20,686 15,947

売上債権の増減額（△は増加） 2,096,777 206,147

未成業務支出金及び未成工事支出金の増減額（△
は増加）

△1,601,872 △13,763

たな卸資産の増減額（△は増加） △811,024 38,036

仕入債務の増減額（△は減少） △256,778 21,314

前渡金の増減額（△は増加） － △59,972

未払消費税等の増減額（△は減少） － 33,771

未成業務受入金及び未成工事受入金の増減額（△
は減少）

1,476,503 △88

その他 600,867 264,569

小計 1,205,392 435,353

利息及び配当金の受取額 21,742 2,823

利息の支払額 △113,451 △5,182

法人税等の支払額 △149,191 △7,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 964,492 425,443
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（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) 

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 △19,675 －

定期預金の払戻による収入 5,400 19,937

有形固定資産の取得による支出 △447,616 △3,810

有形固定資産の売却による収入 1,238 291,172

無形固定資産の取得による支出 △1,080 －

投資有価証券の取得による支出 △360 △21,850

投資有価証券の売却による収入 － 1,623

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ △24,283

短期貸付けによる支出 △2,240,566 △659,826

短期貸付金の回収による収入 2,062,971 346,421

長期貸付けによる支出 △983,820 △43,300

長期貸付金の回収による収入 89,710 174,962

その他 △26,325 △798

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560,124 80,247

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） 423,338 △359,007

長期借入れによる収入 150,000 50,000

長期借入金の返済による支出 △322,281 △214,619

社債の償還による支出 △10,500 －

自己株式の取得による支出 △5 －

配当金の支払額 △249,906 △128

その他 △232 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,587 △523,756

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,812 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △607,031 △18,065

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,490 120,794

現金及び現金同等物の四半期末残高 778,458 102,728
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 当社グループは、前連結会計年度からのサブプライム問題の長期化に起因する金融市場の信用収縮、公共投資

の減少傾向が継続する中での住宅投資の減少、熾烈な価格競争、資材価格の高騰による事業延期、改正建築基準

法による設計業務の長期化等により、当社グループを取り巻く事業環境は極めて厳しいものとなっています。こ

れにより前連結会計年度においては売上高の大幅な減少等による営業損失1,347百万円及び経常損失1,787百万

円、貸倒引当金繰入額、関係会社株式売却損等による特別損失5,725百万円により当期純損失が5,939百万円とな

り純資産額が480百万円となった結果、金融機関数社との間のコミットメントライン等に付与されている財務制

限条項に抵触しました。また、一部の金融機関の借入等に対して期限の利益を喪失しました。 

 当第１四半期連結会計期間においても世界的な金融危機の影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消

費の低迷等引き続き厳しい状況で推移しており、民間設備投資の慎重姿勢や公共投資の縮小継続などによる当社

グル－プの事業環境は依然として厳しい状況が続き、 営業損失174百万円、経常損失387百万円、四半期純損失

221百万円を計上し、純資産は253百万円となりました。 

 当社グループはこの状況を解消するために、平成20年10月３日付開催の取締役会で当社グループの組織再編を

行うことを決議し、「①市場環境の変化に対応できる組織編成とすること、②経営資源の戦略的シフト」の基本

方針に基づき、子会社株式の一部又は全株の売却、不採算会社の規模縮小又は事業の清算、グループ全体の販管

費削減、遊休不動産等の売却等、並びに金融機関等への支援要請によって、財務体質の改善と経営資源の効率化

を図り経営を安定させることをすすめてまいりました。 

 この結果、前連結会計年度の期首において23社有していた連結子会社は当第１四半期連結会計期間末において

７社まで減少し、今後も主要銀行との交渉を踏まえ引続き組織再編に取り組むとともに、さらに不動産の売却及

び貸付金の回収をすすめ、更なる財務体質の改善と経営資源の効率化を図り経営を安定させることをすすめてま

いります。 

 しかし、これらの施策に関しては、売却・譲渡が計画どおりに進行しない可能性があるため、また、財務体質

改善は金融機関等と協議を行いながら進めている途中であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような継続企業の前提に関する重要

な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。   

（４）継続企業の前提に関する注記
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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） 

（注）１．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。 

   ２．各事業の主要な内容  

３．当第１四半期の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、234,672

千円であり、その主なものは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

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．事業区分は、事業内容の種類により区分しております。 

   ２．各事業の主要な内容  

建設事業及び建材事業は、前連結会計年度に事業譲渡及び子会社の株式売却を行ったため、営んでおりま

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
設計事業

（千円） 

建設事業

（千円） 

建材事業

（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 

480,937 4,679,525 767,785 36,680 141,547 6,106,476 － 6,106,476

(2)セグメン

ト間の内部

売上高又は

振替高 

4,860 7,905 82,572 43,340 10,808 149,487 (149,487) －

計 485,798 4,687,431 850,357 80,020 152,356 6,255,963 (149,487) 6,106,476

営業費用 635,091 4,696,651 889,351 13,374 205,127 6,439,597 135,317 6,574,914

営業利益又

は営業損失

（△） 

△ 149,293 △ 9,220 △ 38,993 66,645 △ 52,771 △ 183,633 (284,804) △ 468,438

事業区分 事業の内容 

設計事業 
意匠設計、構造設計、設備設計、耐震診断、土木設計、土木調査、設計

監理及びコンサルティング等 

建設事業 

電気設備工事、空調設備工事、給排水衛生設備工事、大工工事、鉄筋工

事、地下連続壁工事、調査工事、温泉探査、さく井工事、防災工事及び

建設工事等  

建材事業  コンクリート二次製品、焼却炉、建築資材等の製造販売  

不動産事業  不動産の賃貸  

その他事業  老人福祉施設運営事業、産業廃棄物処理事業、他 

  
設計事業

（千円） 

不動産事業

（千円） 

金融事業

（千円） 

産廃事業

（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 
40,475 35,627 139,997 46,418 262,518 － 262,518

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高 
－ 405 － － 405 (405) －

計 40,475 36,032 139,997 46,418 262,923 (405) 262,518

営業費用 72,370 70,556 129,633 76,897 349,457 87,652 437,110

営業利益又は営業損

失（△） 
△ 31,895 △ 34,523 10,363 △ 30,478 △ 86,534 (88,057) △ 174,591

事業区分 事業の内容 

設計事業 土木設計、土木調査及びコンサルティング等 

不動産事業  不動産の賃貸  

金融事業  商業手形の割引業務、貸金の貸付業務等 

その他事業  産業廃棄物処理事業 
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せん。 

３．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき設計事業、不動産事

業、金融事業及びその他事業の４区分としていましたが、当第１四半期連結会計期間より、従来「その他

事業」に含めて表示していた産廃事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、また、「その他事

業」の産廃事業以外の事業から撤退したため、「その他事業」を廃止し、新たに産廃事業を個別表記する

こととしました。  

４. 当第１四半期の営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、86,652

千円であり、その主なものは提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、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４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   

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） 

 海外売上高がありませんので、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） 

 海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔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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