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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 34,165 △37.8 △87 ― 117 △93.6 △106 ―

21年3月期第3四半期 54,969 ― 1,572 ― 1,839 ― 461 ―

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 △4.09 ―

21年3月期第3四半期 17.68 ―

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 40,436 13,699 33.5 519.03
21年3月期 48,549 13,938 28.4 528.00

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  13,537百万円 21年3月期  13,771百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

12.00 12.00

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 51,000 △27.2 150 △91.2 350 △82.9 △100 ― △3.83
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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、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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。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【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。 

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 26,151,292株 21年3月期 26,151,292株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 68,771株 21年3月期 68,743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 26,082,528株 21年3月期第3四半期 26,082,720株
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 当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、経済対策の効果や在庫調整の進展、中国等の経済状況の好転を

背景とした輸出、生産の増加等から景気の悪化に底打ちの兆しが見られるとの見方もあるものの、設備投資の抑制、

厳しい雇用・所得環境に加えデフレの進行等により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは工場２箇所の閉鎖を実施するなど、事業の効率化に取り組むととも

に、徹底的な経費節減に努める一方、顧客から信頼される工事体制の確立、顧客本位の営業体制確立に向けた職員の

能力開発、工事品質向上のための設計技術力の底上げ等、地道な努力を続けて参りました。しかしながら、日本経済

の低迷の影響は建設業界に特に厳しく、需要の大幅な減退の下、価格競争が一段と激化する展開となっています。 

 この結果、売上高は341億65百万円（前年同期比37.8％減）と大幅な減収となりました。一方、利益面でも販売費

及び一般管理費の削減に努めたものの減収の影響は大きく、営業損失は87百万円（前年同期は営業利益15億72百万

円）、経常利益は１億17百万円（前年同期比93.6％減）、四半期純損失は１億６百万円（前年同期は四半期純利益４

億61百万円）となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ81億13百万円減少し404億36百万円とな

りました。主な要因は、売上高減少に伴う売掛債権の減少56億32百万円、未成工事支出金や製品など、たな卸資産の

減少14億81百万円など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78億74百万円減少し267億36百万円となりました。主な要因は、コミット型

シンジケートローン契約に基づく資金調達や、リース債務が増加したことによって有利子負債が17億８百万円増加し

ましたが、売上高減少に伴う支払手形及び買掛金の減少26億96百万円、ファクタリング未払金の減少43億15百万円な

どによるものであります。 

 純資産は、当四半期純損失計上による減少１億６百万円、その他有価証券評価差額金の増加１億85百万円、配当金

の支払いによる減少３億12百万円等の結果、前連結会計年度末に比べ２億39百万円減少し136億99百万円となりまし

た。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月30日の決算発表時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。  

  

１．簡便な会計処理 

 一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、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効税率を乗じて計算しております。

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。 

  

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

の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約において、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杭施工本数比例法）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901百万円増加、営業利益及び経常利益はそれぞれ21百万

円増加し、税金等調整前四半期純利益は100百万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
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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：百万円）

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   

現金及び預金 6,220 7,259

受取手形及び売掛金 13,110 18,742

未成工事支出金 1,305 2,040

商品及び製品 2,367 2,977

原材料及び貯蔵品 531 667

その他 690 1,201

貸倒引当金 △99 △221

流動資産合計 24,125 32,668

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,842 4,817

その他（純額） 8,344 8,076

有形固定資産合計 13,187 12,893

無形固定資産   

のれん 223 247

その他 311 326

無形固定資産合計 535 574

投資その他の資産   

その他 2,971 3,154

貸倒引当金 △395 △754

投資その他の資産合計 2,576 2,399

固定資産合計 16,299 15,867

繰延資産 11 13

資産合計 40,436 48,549
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（単位：百万円）

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   

支払手形及び買掛金 4,313 7,009

ファクタリング未払金 7,671 11,986

短期借入金 1,437 1,560

1年内返済予定の長期借入金 1,695 1,238

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 39 724

賞与引当金 － 422

その他 1,272 2,444

流動負債合計 16,728 25,686

固定負債   

社債 560 710

長期借入金 3,972 3,325

退職給付引当金 218 172

役員退職慰労引当金 162 121

負ののれん 1,578 1,799

その他 3,515 2,795

固定負債合計 10,008 8,924

負債合計 26,736 34,610

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,815 2,815

資本剰余金 4,348 4,348

利益剰余金 6,453 6,873

自己株式 △50 △50

株主資本合計 13,567 13,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30 △215

評価・換算差額等合計 △30 △215

少数株主持分 162 167

純資産合計 13,699 13,938

負債純資産合計 40,436 48,549
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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：百万円）

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 54,969 34,165

売上原価 47,234 29,420

売上総利益 7,734 4,744

販売費及び一般管理費 6,162 4,832

営業利益又は営業損失（△） 1,572 △87

営業外収益   

受取利息 6 2

受取配当金 30 18

負ののれん償却額 221 221

その他 131 178

営業外収益合計 389 420

営業外費用   

支払利息 96 138

その他 27 77

営業外費用合計 123 215

経常利益 1,839 117

特別利益   

固定資産売却益 29 0

投資有価証券売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 － 115

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 78

償却債権取立益 － 20

特別利益合計 29 215

特別損失   

固定資産売却損 2 2

固定資産除却損 128 28

投資有価証券評価損 671 118

災害による損失 － 5

その他 － 10

特別損失合計 803 164

税金等調整前四半期純利益 1,065 169

法人税等 601 281

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 461 △106
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 17,457 9,989

売上原価 15,086 8,674

売上総利益 2,371 1,315

販売費及び一般管理費 1,976 1,503

営業利益又は営業損失（△） 395 △188

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 13 4

負ののれん償却額 73 73

その他 37 66

営業外収益合計 125 145

営業外費用   

支払利息 32 45

その他 13 41

営業外費用合計 46 86

経常利益又は経常損失（△） 474 △129

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 － 6

償却債権取立益 － 4

特別利益合計 0 10

特別損失   

固定資産売却損 － 2

固定資産除却損 99 20

投資有価証券評価損 484 118

その他 － 10

特別損失合計 584 151

税金等調整前四半期純損失（△） △109 △269

法人税等 △43 △54

少数株主利益 4 2

四半期純損失（△） △70 △217
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 該当事項はありません。 

  

 基礎工事関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（５）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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