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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11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8月期第1四半期 1,833 △3.9 40 14.2 35 20.1 34 ―
21年8月期第1四半期 1,907 ― 35 ― 29 ― △53 ―

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8月期第1四半期 3.15 ―
21年8月期第1四半期 △4.87 ―

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8月期第1四半期 5,890 1,793 30.4 164.31
21年8月期 5,976 1,798 30.1 164.76

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  1,793百万円 21年8月期  1,798百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年8月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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 2,550 △21.4 20 △73.1 5 △91.8 5 ― 0.46

通期 7,100 5.8 205 60.8 165 52.5 165 ― 15.11
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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、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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、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につきましては、3ページの【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に
関する定性的情報をご覧ください。 

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8月期第1四半期 11,000,000株 21年8月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  82,933株 21年8月期  82,733株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 10,917,200株 21年8月期第1四半期 10,919,662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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金融不安の影響等により企業収益が
悪化する中、雇用情勢も改善されず個人消費も低迷するなど、景気の減速感は一層強まっており先行きは依
然として不透明なまま推移しております。
　当社グループ関連の建設業界におきましても、公共工事見直しに伴う事業凍結が実施されることに加え、
民間設備投資も投資意欲の減退により非常に低い水準で推移しており、極めて厳しい経営環境となっており民間設備投資も投資意欲の減退により非常に低い水準で推移しており、極めて厳しい経営環境となっており
ます。
　このような状況のもと、当社グループは、受注時採算性の強化、原価管理及び施工管理の徹底、原価低減
及び経費削減などの諸施策を実施しております。その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高は
前年同四半期比10.0％増加の17億円となりましたが、売上高は前年同四半期比3.9％減少の18億33百万円にと
どまりました。損益面につきましては、破綻先に対する営業債権の貸倒引当金繰入額を販売費及び一般管理
費に計上しましたが、営業利益は前年同四半期比14.2％増加の40百万円、経常利益は前年同四半期比20.1％
増加の35百万円となりました。また最終損益につきましても、34百万円の四半期純利益（前年同四半期は53
百万円の四半期純損失）となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し、58億90百
万円となりました。その要因は、主に売上債権及び未成工事支出金の減少によるものであります。
　負債合計は、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し、40億97百万円となりました。その要因は、主に
仕入債務及び有利子負債の減少によるものであります。
　また、純資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、17億93百万円となりました。その要因は、

２.連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

　また、純資産は、前連結会計年度末に比 ４百万円減少し、17億93百万円となりました。その要因は、
主に四半期純利益を計上したにも係らず、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものでありま
す。

　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は４億40百円増加し、12億97百万円となりま
した。
　当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が減少したもの
の 税金等調整前四半期純利益を計上し 売上債権及び未成工事支出金も減少したことなどから５億76百

（2）キャッシュ・フローの状況

の、税金等調整前四半期純利益を計上し、売上債権及び未成工事支出金も減少したことなどから５億76百
万円の収入超過（前年同四半期は３億17百万円の支出超過）となりました。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券を取得したことなどから50百万円の支出超過（前
年同四半期は20百万円の支出超過）となりました。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達を最小限に抑え、有利子負債の削減に努めたことなど
から85百万円の支出超過（前年同四半期は１億27百万円の支出超過）となりました。

平成21年10月15日付け「平成21年８月期決算短信 にて公表いたしました業績予想の数値に変更はありま

３.連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年10月15日付け「平成21年８月期決算短信」にて公表いたしました業績予想の数値に変更はありま
せん。
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４.その他

（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

（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）

1.簡便な会計処理

該当事項はありません。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

①完成工事に係る瑕疵担保費用見積額の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の補償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補償実績率を使用して瑕疵担保費用見積高を算定しております。

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方
法によっております。
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

（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

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ため、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。

該当事項はありません。

2.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

1.会計基準等の改正に伴う変更

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年以上　、かつ請負金額１億円以上の工事に
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（連結子会社においては、全ての工事
について工事完成基準）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

事進行基 （ 事 進 度 積 価 ） 事 事 成基

（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

第 半 部 果 確 認
いては工事進行基準（工事の進捗度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８月31日以前に着手した工事契約のうち、工期１年以上、かつ請負金額１億円以上の工
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売上高は95,432千円増
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9,101千円増加しております。

2.会計基準等の改正に伴う変更以外の変更

3.表示方法の変更

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「破産更生債権等」（当第１四半期連結
累計期間27,123千円）は、金額が僅少となり重要性がなくなりましたので、当第１四半期連結累計期間
においては投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

2.会計基準等の改正に伴う変更以外の変更

該当事項はありません。
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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11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,312,018 871,886

受取手形・完成工事未収入金 1,277,495 1,366,128

未成工事支出金 408,522 728,635

繰延税金資産 50,442 50,483

その他 17,163 185,363

貸倒引当金 △52,697 △49,211

流動資産合計 3,012,945 3,153,285

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,101,266 1,101,266

減価償却累計額 △803,693 △798,371

建物・構築物（純額） 297,572 302,894

土地 2,160,682 2,160,682

その他 9,003 9,003

減価償却累計額 △7,936 △7,754

その他（純額） 1,067 1,249

有形固定資産合計 2,459,322 2,464,825

無形固定資産 7,772 8,401

投資その他の資産   

投資有価証券 335,834 268,284

長期貸付金 500 500

長期未収入金 99,195 99,195

その他 63,273 45,821

貸倒引当金 △87,888 △63,921

投資その他の資産合計 410,914 349,880

固定資産合計 2,878,009 2,823,107

資産合計 5,890,954 5,976,392
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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11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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 1,121,957 1,241,733

短期借入金 1,326,800 1,326,700

1年内返済予定の長期借入金 165,220 226,820

1年内償還予定の社債 330,000 330,000

未払法人税等 1,264 2,228

未成工事受入金 697,024 637,956

完成工事補償引当金 9,100 9,100

賞与引当金 27,300 39,800

その他 118,112 40,044

流動負債合計 3,796,779 3,854,383

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 236,830 256,810

退職給付引当金 30,392 33,510

その他 18,199 18,011

固定負債合計 300,421 323,332

負債合計 4,097,200 4,177,715

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,408,600 1,408,600

資本剰余金 3,705 3,705

利益剰余金 447,343 423,845

自己株式 △21,275 △21,261

株主資本合計 1,838,374 1,814,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44,619 △16,212

評価・換算差額等合計 △44,619 △16,212

純資産合計 1,793,754 1,798,677

負債純資産合計 5,890,954 5,976,392
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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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高   

完成工事高 1,895,774 1,822,175

その他の事業売上高 11,572 10,828

売上高合計 1,907,346 1,833,004

売上原価   

完成工事原価 1,723,902 1,652,868

その他の事業売上原価 4,837 4,435

売上原価合計 1,728,740 1,657,303

売上総利益 178,606 175,701

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 44,330 34,182

賞与引当金繰入額 3,874 8,463

退職給付費用 3,205 3,302

貸倒引当金繰入額 38,047 27,683

その他 53,565 61,438

販売費及び一般管理費合計 143,022 135,069

営業利益 35,583 40,631

営業外収益   

受取利息 771 614

受取配当金 1,328 561

仕入割引 2,244 1,956

受取地代家賃 2,252 2,224

その他 1,874 2,237

営業外収益合計 8,471 7,593

営業外費用   

支払利息 13,874 12,601

その他 984 562

営業外費用合計 14,858 13,164

経常利益 29,197 35,061

特別利益   

有形固定資産売却益 1,421 －

貸倒引当金戻入額 － 230

特別利益合計 1,421 230

特別損失   

減損損失 553 484

投資有価証券売却損 4 －

投資有価証券評価損 12,631 －

貸倒引当金繰入額 70,571 －

特別損失合計 83,762 484

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（△）

△53,143 34,806

法人税、住民税及び事業税 152 320

法人税等調整額 △153 70

法人税等合計 △0 391

四半期純利益又は四半期純損失（△） △53,142 34,415
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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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11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（△）

△53,143 34,806

減価償却費 5,886 5,647

減損損失 553 484

貸倒引当金の増減額（△は減少） 108,619 27,453

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,782 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） △800 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,600 △12,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 307 △3,118

受取利息及び受取配当金 △2,099 △1,175

支払利息 13,874 12,601

有形固定資産売却損益（△は益） △1,421 －

有価証券償還損益（△は益） － △1,153

投資有価証券売却損益（△は益） 4 －

投資有価証券評価損益（△は益） 12,631 －

売上債権の増減額（△は増加） △418,449 88,632

未成工事支出金の増減額（△は増加） △160,981 320,112

仕入債務の増減額（△は減少） 255,273 △119,776

未成工事受入金の増減額（△は減少） 62,486 59,068

未収消費税等の増減額（△は増加） － 35,431

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,361 148

破産更生債権等の増減額（△は増加） △69,369 △17,902

その他 4,712 164,374

小計 △307,092 593,136

利息及び配当金の受取額 2,198 1,177

利息の支払額 △12,047 △12,308

訴訟和解金の支払額 － △4,000

法人税等の支払額 △610 △1,784

営業活動によるキャッシュ・フロー △317,551 576,221

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 △2 △2

定期預金の払戻による収入 30,000 －

有価証券の取得による支出 △99,729 －

有価証券の償還による収入 － 45,000

有形固定資産の売却による収入 51,000 －

投資有価証券の取得による支出 △2,416 △127,257

投資有価証券の売却及び償還による収入 329 31,343

その他 246 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,572 △50,916
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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９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

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） △224,900 100

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 △96,510 △81,580

自己株式の取得による支出 △12 △13

配当金の支払額 △5,644 △3,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,067 △85,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △465,191 440,129

現金及び現金同等物の期首残高 1,490,081 856,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,024,890 1,297,010
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（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）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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６.その他の情報

(1)受注及び売上の状況

①受注実績

区　分

構成比（％）増減率（％）

   至　平成20年11月30日）

（自　平成20年 ９月 １日

前第１四半期連結累計期間

構成比（％）

（参考）

前連結会計年度

(平成21年８月期)

当第１四半期連結累計期間

（自　平成21年 ９月 １日

   至　平成21年11月30日）

増減
（△は減）

金額(千円） 金額(千円） 金額(千円） 金額(千円）構成比（％）

546,340

1,094,670

―― ―

―

14.764.4

32.1

構成 （ ）増 率（ ）

―― ―

33.7

154,937

140,006

―

2,567

―

12,364

0.5

10.1 6,202,564 99.3

設備工事業

36,713

―

リニューアル工事

土木工事

61.7

2.4

99.3

構成 （ ）

―

―

6.5407,891

63.6

29.2

―

―

3,972,700

1,821,973

―

―

建築設備工事

543,773 35.2

954,663

1,535,150

プラント工事

ビルケア工事

設備工事業計

49,078 2.9

1,690,088 99.4

額 千円） 額 千円） 額 千円） 額 千円）構成 （ ）

△ 743

100.0

10,828

154,193 6,243,55310.0

0.7△ 6.4

100.0 100.0

0.6

154,937 10.1 6,202,564

40,988

99.3

40,988 0.7

― ―

1,700,917

99.3

0.7

―

1,535,150設備工事業計

その他

1,690,088

不動産事業 10,828 0.6 △ 7430.7 △ 6.411,572

99.4

―― ―コンサルタント業務

その他の事業計

―

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

合計

―

11,572

1,546,723

②売上実績

区　分
(平成21年８月期)

（参考）

金額(千円） 金額(千円） 構成比（％）

増減
（△は減）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成21年 ９月 １日

   至　平成21年11月30日）

前連結会計年度

増減率（％）構成比（％）

前第１四半期連結累計期間

金額(千円）構成比（％）

（自　平成20年 ９月 １日

設備工事業

   至　平成20年11月30日）

金額(千円）

3,930,64460,880 5.3 58.6

△ 7,947

△ 29,0341.5 △ 100.0

512,094 27.9 △ 97,497

99.46,671,059

431,655 6.4

―

31.2

3.2

―

2,097,004

211,754

1,143,466

609,591

29,034

―

59.9

32.0

99.4

6.0113,681

―

△ 16.0

― ―

△ 7.0

― ― ― ―

105,734 5.8

1,822,175 99.4 △ 73,598 △ 3.9

1,204,347 65.7

リニューアル工事

土木工事

プラント工事

ビルケア工事

建築設備工事

設備工事業計

その他

1,895,774

△ 743

その他

不動産事業 11,572 0.6

コンサルタント業務 ― ― ― ― ― ―

0.6 10,828

―

その他の事業計 11,572 0.6 10,828 0.6 △ 743 △ 6.4 40,988 0.6

合計 1,907,346 100.0 1,833,004 100.0 △ 74,341 △ 3.9 6,712,047 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

―

△ 6.4 40,9880.6
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