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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 44,216 △2.3 1,699 288.8 1,613 343.7 679 ―
21年3月期第3四半期 45,273 ― 437 ― 363 ― △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3四半期 31.31 ―
21年3月期第3四半期 △21.12 ―

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3四半期 59,374 8,957 15.1 412.56
21年3月期 68,201 8,038 11.8 370.23

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  8,957百万円 21年3月期  8,038百万円

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3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
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 73,700 △1.0 3,200 49.5 3,090 51.2 1,200 235.9 55.27



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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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．平成22年３月期の業績予想につきましては、平成22年１月18日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記予想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3四半期 21,720,000株 21年3月期  21,720,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  8,836株 21年3月期  8,661株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 21,711,266株 21年3月期第3四半期 21,711,897株



  

（参考）平成22年3月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）個別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 線

通期  71,500   0.6  3,200 59.3 3,080 59.9  1,210  301.0  55.73



当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、景気は持ち直

してきているとの見方がなされているものの、依然として厳しく、円高・株価低迷の影響、11月のデフレ宣言、景気

の二番底懸念など、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、景気後退の影響や企業収益の悪化による設備投資の

減少、また住宅・マンションの建築着工件数も大幅に減少するなど極めて厳しい受注環境の中で推移しており、不況

の長期化は業界にとって深刻な影響を及ぼしております。 

このような状況のもと、当第３四半期連結会計期間の受注工事高につきましては、前年同四半期比31.5％減の102

億４千８百万円となりました。売上高につきましては、工事進行基準適用範囲の拡大の影響もあり、前年同四半期比

5.7％増の153億６千５百万円となりました。営業利益につきましては、資材価格の低下に加え、採算性を重視した選

別受注の推進、および原価低減活動や経費節減に全社一丸となり積極的に取組んだ結果、８億６千４百万円（前年同

四半期比178.7％増）、経常利益は、８億２千２百万円（前年同四半期比221.1％増）となりました。四半期純利益に

つきましては、特別損失に一部保有資産の減損損失を計上したことにより９千１百万円（前年同四半期は９億６千５

百万円の損失）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第４四半期に完成する工事の割合が大きく、業績に季節

的変動があります。 

   

① 資産 

当第３四半期末における資産の残高は593億７千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ88億２千６百万円の

減少となりました。主な原因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金等の売上債権の減少や、減損損失を

計上したことにより土地、建物及び構築物が減少したことによるものであります。 

② 負債  

負債の残高は504億１千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ97億４千５百万円の減少となりました。主な

原因といたしましては、支払手形・工事未払金等の仕入債務が減少したことによるものであります。 

③ 純資産 

純資産の残高は89億５千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億１千８百万円の増加となりました。主な

原因といたしましては、利益剰余金が増加したことによるものであります。  

平成22年１月18日に公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。  

該当事項はありません。  

連結会計年度に係る減価償却費の見積り額を期間按分して算出する方法によっております。  

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、特定の長期大型工事（工期１年を超え、請負金５億円以

上）に限り工事進行基準を、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、「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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第３四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、当第３四半期連結累計期間の売上高は58億２千５百万円増加し、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３億７千５百万円増加しております。 

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

（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



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12月31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 6,920,772 7,621,252

受取手形・完成工事未収入金等 17,949,024 28,070,551

販売用不動産 370,142 664,063

未成工事支出金 8,374,860 7,363,108

材料貯蔵品 309,668 293,628

繰延税金資産 240,069 493,448

その他 4,976,991 1,922,496

流動資産合計 39,141,529 46,428,550

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,702,365 2,141,335

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 143,628 166,895

建設仮勘定 6,609 －

土地 13,051,478 13,733,230

リース資産（純額） 21,382 14,197

有形固定資産計 14,925,464 16,055,658

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 250,029 278,821

無形固定資産計 268,212 297,004

投資その他の資産   

投資有価証券 3,127,227 3,602,837

繰延税金資産 1,264,423 1,151,412

その他 711,325 733,192

貸倒引当金 △63,198 △67,073

投資その他の資産計 5,039,778 5,420,369

固定資産合計 20,233,455 21,773,032

資産合計 59,374,984 68,201,583



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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・工事未払金等 15,614,499 25,624,115

短期借入金 14,834,000 14,890,000

未成工事受入金 10,216,172 9,858,090

完成工事補償引当金 159,148 136,108

その他 1,915,778 2,134,724

流動負債合計 42,739,599 52,643,038

固定負債   

長期借入金 3,038,000 2,896,000

退職給付引当金 2,956,635 2,661,700

再評価に係る繰延税金負債 1,330,376 1,607,971

その他 353,243 354,716

固定負債合計 7,678,255 7,520,388

負債合計 50,417,855 60,163,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 4,841,011 3,865,424

自己株式 △2,269 △2,235

株主資本合計 7,486,588 6,511,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 320,463 △27,113

土地再評価差額金 1,150,077 1,554,233

評価・換算差額等合計 1,470,540 1,527,119

純資産合計 8,957,129 8,038,155

負債純資産合計 59,374,984 68,201,583



（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

完成工事高 44,540,866 43,151,467

兼業事業売上高 732,516 1,064,997

売上高合計 45,273,383 44,216,465

売上原価   

完成工事原価 41,005,496 38,605,377

兼業事業売上原価 297,610 647,603

売上原価合計 41,303,106 39,252,981

売上総利益   

完成工事総利益 3,535,370 4,546,089

兼業事業総利益 434,906 417,394

売上総利益合計 3,970,277 4,963,483

販売費及び一般管理費 3,533,159 3,263,922

営業利益 437,117 1,699,561

営業外収益   

受取利息 7,014 1,723

受取配当金 60,834 36,048

受取保険金 35,255 19,135

持分法による投資利益 6,488 18,085

雑収入 16,952 13,533

営業外収益合計 126,545 88,527

営業外費用   

支払利息 200,066 173,062

雑支出 0 1,641

営業外費用合計 200,066 174,704

経常利益 363,596 1,613,384

特別利益   

投資有価証券売却益 － 470,988

事業分離における移転利益 791,298 －

その他 10,222 14,286

特別利益合計 801,520 485,274

特別損失   

前期損益修正損 2,399 2,681

固定資産除売却損 2,475 1,284

投資有価証券評価損 1,117,058 －

減損損失 － 1,019,044

その他 4,975 1,779

特別損失合計 1,126,908 1,024,789

税金等調整前四半期純利益 38,208 1,073,869

法人税、住民税及び事業税 508,603 522,625

法人税等調整額 △11,746 △128,545

法人税等合計 496,856 394,079

四半期純利益又は四半期純損失（△） △458,648 679,789



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

完成工事高 14,301,610 14,999,087

兼業事業売上高 228,779 366,360

売上高合計 14,530,389 15,365,447

売上原価   

完成工事原価 12,951,545 13,156,162

兼業事業売上原価 85,178 233,915

売上原価合計 13,036,723 13,390,078

売上総利益   

完成工事総利益 1,350,065 1,842,924

兼業事業総利益 143,600 132,444

売上総利益合計 1,493,665 1,975,369

販売費及び一般管理費 1,183,557 1,111,125

営業利益 310,108 864,243

営業外収益   

受取利息 232 272

受取配当金 169 16

受取保険金 － 63

持分法による投資利益 4,248 9,354

雑収入 7,988 3,942

営業外収益合計 12,638 13,649

営業外費用   

支払利息 66,552 54,888

雑支出 － 453

営業外費用合計 66,552 55,342

経常利益 256,195 822,550

特別利益   

投資有価証券売却益 － 226,716

その他 9,614 301

特別利益合計 9,614 227,017

特別損失   

投資有価証券評価損 1,116,980 －

減損損失 － 1,019,044

その他 4,844 11

特別損失合計 1,121,825 1,019,055

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（△）

△856,015 30,512

法人税、住民税及び事業税 213,396 241,727

法人税等調整額 △104,074 △302,333

法人税等合計 109,321 △60,606

四半期純利益又は四半期純損失（△） △965,337 91,119



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 38,208 1,073,869

減価償却費 236,352 228,985

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,451 △3,874

退職給付引当金の増減額（△は減少） 264,172 294,935

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △9,950 23,040

受取利息及び受取配当金 △67,848 △37,772

支払利息 200,066 173,062

投資有価証券売却損益（△は益） － △470,988

投資有価証券評価損益（△は益） 1,117,058 －

減損損失 － 1,019,044

事業分離における移転利益 △791,298 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,808,400 10,121,527

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,226,327 △1,011,751

仕入債務の増減額（△は減少） △2,325,248 △10,009,615

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,332,384 358,082

持分法による投資損益（△は益） △6,488 △18,085

その他 △2,256,216 △2,568,753

小計 △4,638,283 △828,294

利息及び配当金の受取額 127,451 87,243

利息の支払額 △209,245 △164,314

法人税等の支払額 △925,442 △1,014,626

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,645,519 △1,919,991

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 △100,957 △53,072

無形固定資産の取得による支出 △110,463 △25,355

投資有価証券の売却による収入 － 1,305,232

事業移転による収入 800,000 －

その他 46,758 18,861

投資活動によるキャッシュ・フロー 635,337 1,245,666

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） 3,095,599 △2,000

長期借入れによる収入 － 1,900,000

長期借入金の返済による支出 △2,601,000 △1,812,000

配当金の支払額 △108,561 △108,556

その他 △151 △3,597

財務活動によるキャッシュ・フロー 385,886 △26,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,624,295 △700,479

現金及び現金同等物の期首残高 11,265,945 7,621,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,641,649 6,920,772



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

 （注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

３．上記の金額には、消費税は含んでおりません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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

（１）受注実績

区分 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

建設事業（百万円）  14,958  10,248

合計（百万円）  14,958  10,248

（２）売上実績

区分 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

建設事業（百万円）  14,301  14,999

不動産事業（百万円）  228  366

合計（百万円）  14,530  15,365
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