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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 25,824 △3.0 514 ― 514 ― 350 ―

21年3月期第3四半期 26,620 28.4 △178 ― △177 ― △297 ―

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 10.58 ―

21年3月期第3四半期 △8.72 ―

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 43,859 13,748 31.3 414.59
21年3月期 48,938 13,606 27.8 410.26

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,748百万円 21年3月期  13,606百万円

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 4.00

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  有  
 

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 42,300 △18.2 750 △1.4 700 4.3 360 ― 10.86



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、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる結果と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 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 34,367,644株 21年3月期  34,367,644株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,206,876株 21年3月期  1,201,420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 33,163,060株 21年3月期第3四半期 34,128,636株



 当第３四半期におけるわが国経済は、生産や輸出の持ち直しにより一部では回復傾向がうかがえるものの、雇用や

所得環境は好転せず、本格的な回復基調にはほど遠く依然として厳しい経済状況の中で推移いたしました。 

 一方、当社グループの事業の中核となる建設産業を取り巻く情勢は、建設投資の急激な減少等を背景に激しい受注

競争が継続する状況でありました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは事業の一層の伸張を期して鋭意努力してまいりました結果、当第３四

半期の売上高は258億24百万円(前年同期比3.0％減）となりました。 

 損益面につきましては、利益重視の方針に基づく徹底した原価低減策により、選別受注物件や大型物件など建設事

業全般において採算性が向上しました結果、経常利益5億14百万円（前年同期は経常損失1億77百万円）となり、さら

に売上債権の減少による一般債権貸倒引当金の戻入額等を特別利益に計上したことにより、四半期純利益は3億50百

万円（前年同期は四半期純損失2億97百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

  

（建設事業） 

 建設事業におきましては、期初の繰越工事が少なかったものの、工事進行基準による売上が増加したことにより、

売上高は229億4百万円（前年同期比2.9％減）となりました。利益面につきましては、売上に計上した大型物件の採

算性が向上したことにより、営業利益は1億44百万円（前年同期は営業損失4億69百万円）となりました。 

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、売上高は8億95百万円（前年同期比14.2％増）となりましたが、新規賃貸事業の展開

に伴う減価償却費などの固定費が発生しているため、営業利益は2百万円（前年同期は営業損失90百万円）にとどま

りました。 

（その他の事業） 

 その他の事業におきましては、震災関連工事の減少に伴い建材製造販売の売上が減少したため、売上高は20億24百

万円（前年同期比9.9％減）となり、営業利益は4億4百万円（前年同期比9.9％減）となりました。 

  

 当第３四半期末の総資産は、438億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億78百万円減少いたしました。そ

の主な要因といたしましては、手持ち工事の進捗に伴い未成工事支出金等が31億90百万円増加しましたが、工事代金

の入金により受取手形・完成工事未収入金等が71億12百万円減少したことによります。 

 負債の部におきましては、前連結会計年度末より、52億19百万円減少し、301億11百万円となりました。その主な

要因といたしましては、返済により短期借入金が29億16百万円減少したことや、工事量の減少により支払手形・工事

未払金等が30億83百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部におきましては、前連結会計年度末より、1億41百万円増加し、137億48百万円となりました。その主な

要因といたしましては、その他有価証券評価差額金が株式市況の低迷により1億9百万円減少し、利益剰余金が配当金

の支払いにより99百万円減少したものの、四半期純利益により3億50百万円増加したことによるものであります。 

  

・キャッシュ・フローの状況 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は56億52百万円となり、前連結会計年度末と比較して

3億80百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は31億10百万円（前年同期は使用した資金33億78百万円）となりました。その主な

要因といたしましては、税金等調整前四半期純利益6億51百万円と工事代金の回収による売上債権の減少額71億12

百万円が、工事の進捗に伴う未成工事支出金等の増加額31億90百万円と、工事量の減少による仕入債務の減少額30

億83百万円を上回ったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は4億80百万円（前年同期は使用した資金25億14百万円）となりました。その主な

要因といたしましては、貸付金の回収による収入3億94百万円と定期預金の満期による収入2億77百万が、有形固定

資産の取得による支出2億11百万円を上回ったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は32億10百万円（前年同期は得られた資金48億93百万円）となりました。その主な

要因といたしましては、売上債権の回収によって得られた資金により借入金を返済したことによるものでありま

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



 近の業績の動向等を踏まえ、平成21年5月15日に公表しました業績予想を変更しております。詳細につきまして

は、本日発表しました「平成22年3月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 該当事項はありません。 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、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適用後の実

効税率を合理的に見積もり、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、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しております。 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期1年以上、かつ請負金額1億円以上）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適用しておりましたが、第１四半期連結会計

期間から「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）が適用されたことに伴い、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（工事の進捗度の見積は原価比例法）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3月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期1年以上、かつ請負金額1億円以

上）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３四半期連結累計期間に係る完成工事高は20億55百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ1億65百万円増加しております。 

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 5,723,820 5,620,761

受取手形・完成工事未収入金等 10,853,900 17,966,794

販売用不動産 1,114,583 1,355,651

商品 3,899 3,855

未成工事支出金等 7,987,674 4,797,324

材料貯蔵品 68,923 68,014

その他 1,677,256 2,054,031

貸倒引当金 △260,640 △311,416

流動資産合計 27,169,418 31,555,016

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,720,092 4,393,161

土地 7,918,607 7,903,463

その他（純額） 993,833 1,502,335

有形固定資産計 13,632,532 13,798,960

無形固定資産 317,185 364,852

投資その他の資産   

その他 2,777,238 3,935,217

貸倒引当金 △36,657 △716,043

投資その他の資産計 2,740,581 3,219,173

固定資産合計 16,690,298 17,382,986

資産合計 43,859,717 48,938,002

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 9,182,729 12,266,409

短期借入金 8,719,136 11,635,536

1年内償還予定の社債 － 300,000

未払法人税等 333,507 140,455

未成工事受入金 3,397,840 2,399,091

引当金   

賞与引当金 － 191,828

役員賞与引当金 － 11,430

完成工事補償引当金 57,640 63,159

工事損失引当金 224,952 358,786

訴訟損失引当金 15,490 46,226

その他 1,340,914 1,095,083

流動負債合計 23,272,212 28,508,008



（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) 

固定負債   

長期借入金 2,087,666 1,964,318

引当金   

退職給付引当金 2,318,863 2,170,055

役員退職慰労引当金 391,662 360,848

債務保証損失引当金 181,353 191,496

その他 1,859,794 2,136,615

固定負債合計 6,839,339 6,823,333

負債合計 30,111,551 35,331,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,315,671 5,315,671

資本剰余金 5,359,413 5,359,413

利益剰余金 4,042,658 3,791,301

自己株式 △152,076 △151,366

株主資本合計 14,565,665 14,315,019

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △177,089 △67,946

土地再評価差額金 △640,411 △640,411

評価・換算差額等合計 △817,500 △708,358

純資産合計 13,748,165 13,606,661

負債純資産合計 43,859,717 48,938,002



（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 26,620,555 25,824,469

売上原価 24,344,962 22,978,780

売上総利益 2,275,592 2,845,688

販売費及び一般管理費 2,453,800 2,330,706

営業利益又は営業損失（△） △178,207 514,982

営業外収益   

受取利息 23,190 30,142

受取配当金 22,653 24,880

受取保険金 52,693 －

受取手数料 9,200 7,800

その他 22,862 29,196

営業外収益合計 130,599 92,019

営業外費用   

支払利息 120,470 84,793

その他 9,919 7,843

営業外費用合計 130,390 92,637

経常利益又は経常損失（△） △177,997 514,364

特別利益   

前期損益修正益 97,655 105,489

固定資産売却益 855 39,449

その他 1,413 12,471

特別利益合計 99,923 157,409

特別損失   

前期損益修正損 578 －

固定資産売却損 675 0

固定資産除却損 1,960 20,274

投資有価証券評価損 65,637 －

販売用不動産評価損 57,247 －

貸倒引当金繰入額 136,201 －

その他 7,463 291

特別損失合計 269,763 20,566

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（△）

△347,837 651,207

法人税等 △50,189 300,352

四半期純利益又は四半期純損失（△） △297,647 350,855



（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 10,005,090 9,524,556

売上原価 9,190,267 8,538,330

売上総利益 814,823 986,226

販売費及び一般管理費 801,198 764,813

営業利益 13,625 221,413

営業外収益   

受取利息 12,672 6,628

受取配当金 6,692 8,455

受取手数料 1,400 2,100

負ののれん償却額 － 1,785

その他 9,941 11,978

営業外収益合計 30,706 30,948

営業外費用   

支払利息 50,110 29,002

その他 241 743

営業外費用合計 50,352 29,745

経常利益又は経常損失（△） △6,020 222,616

特別利益   

前期損益修正益 2,898 4,898

固定資産売却益 － 38,210

特別利益合計 2,898 43,109

特別損失   

固定資産売却損 160 －

固定資産除却損 855 262

投資有価証券評価損 60,158 －

その他 189 291

特別損失合計 61,363 553

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（△）

△64,486 265,171

法人税等 37,654 120,559

四半期純利益又は四半期純損失（△） △102,140 144,612



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△347,837 651,207

減価償却費 369,496 466,319

のれん償却額 17,616 5,249

貸倒引当金の増減額（△は減少） △404,954 △730,162

賞与引当金の増減額（△は減少） △254,550 △191,828

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,368 △11,430

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 46,035 △5,518

工事損失引当金の増減額（△は減少） 178,454 △133,834

退職給付引当金の増減額（△は減少） 117,222 148,807

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △163,902 30,813

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △8,102 △10,143

受取利息及び受取配当金 △45,843 △55,022

支払利息 120,470 84,793

売上債権の増減額（△は増加） 1,377,171 7,112,893

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △11,329,370 △3,190,350

たな卸資産の増減額（△は増加） 230,211 230,111

仕入債務の増減額（△は減少） 1,665,363 △3,083,679

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,514,014 1,204,406

その他 207,799 1,094,999

小計 △2,719,073 3,617,633

利息及び配当金の受取額 45,843 55,022

利息の支払額 △128,757 △80,082

和解金の支払額 － △372,900

法人税等の支払額 △576,430 △109,665

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,378,417 3,110,007

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 △1,799,299 △211,834

有形固定資産の売却による収入 2,577 59,098

投資有価証券の取得による支出 △22,690 △40,110

貸付けによる支出 △440,000 －

貸付金の回収による収入 31,205 394,250

その他 △286,213 279,037

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,514,421 480,441

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） 5,000,000 △3,200,000

長期借入れによる収入 700,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △615,652 △893,052

社債の償還による支出 － △300,000

自己株式の取得による支出 △54,022 △710

配当金の支払額 △136,746 △96,841

その他 － △19,782

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,893,579 △3,210,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △999,259 380,062

現金及び現金同等物の期首残高 4,413,789 5,271,954

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,414,529 5,652,016



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

  

  

在外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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建設事業  

（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  23,588,878 784,460 2,247,216 26,620,555  －  26,620,555

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 932,152 20,862 129,899 1,082,914 (1,082,914)  －

  計  24,521,030 805,323 2,377,116 27,703,470 (1,082,914) 26,620,555

 営業利益（△は営業損失）  △469,385 △90,541 448,813 △111,113 (67,093) △178,207

  
建設事業  

（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  22,904,397 895,549 2,024,523 25,824,469  －  25,824,469

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 7,962 45,084 129,909 182,957 (182,957)  －

  計  22,912,359 940,633 2,154,433 26,007,426 (182,957) 25,824,469

 営業利益  144,841 2,231 404,513 551,585 (36,603) 514,982

〔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



（１）連結受注実績                                    （単位：千円）

（２）連結売上実績                                    （単位：千円）

（３）提出会社単独の建設事業受注高、売上高及び繰越高の状況               （単位：百万円）

６．その他の情報

期別 

  

 項目  

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）

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日）

 建設事業 31,421,259 24,923,667 39,389,566

 不動産事業 784,460 895,549 1,400,040

 その他の事業 2,342,800 2,130,403 3,091,495

 合計 34,548,521 27,949,620 43,881,103

期別 

  

 項目  

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）

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日）

 建設事業 23,588,878 22,904,397 47,179,264

 不動産事業 784,460 895,549 1,400,040

 その他の事業  2,247,216  2,024,523 3,133,992

 合計  26,620,555  25,824,469 51,713,297

  
前第３四半期累計期間 

（Ｈ20.4.1～Ｈ20.12.31)  

 当第３四半期累計期間 

（Ｈ21.4.1～Ｈ21.12.31)  
増減 

  

  
官公庁 民間 計(A) 

構成比 

(%) 
官公庁 民間 計(B) 

構成比 

(%)  

金額 

(B-A)

率 

(%) 

受 

  

注 

  

高 

土木 7,684 5,862 13,547 45.3 6,465 5,831 12,297 52.6 △1,249 △9.2

建築  2,894 13,496 16,391 54.7 2,508 8,584 11,093 47.4 △5,297 △32.3

計 10,578 19,359 29,938 100.0 8,974 14,416 23,391 100.0 △6,547 △21.9

構成比(%) 35.3 64.7 100.0 38.4 61.6 100.0

売 

  

上 

  

高 

土木 6,899 3,130 10,029 43.4 5,844 3,267 9,111 41.3 △917 △9.2

建築  1,584 11,488 13,072 56.6 3,311 9,650 12,962 58.7 △110 △0.8

計 8,483 14,618 23,102 100.0 9,156 12,917 22,074 100.0 △1,028 △4.5

構成比(%) 36.7 63.3 100.0 41.5 58.5 100.0

繰 

  

越  

  

高 

土木 15,746 4,143 19,890 52.8 9,272 4,769 14,042 57.0 △5,848 △29.4

建築  2,929 14,869 17,798 47.2 2,525 8,054 10,580 43.0 △7,218 △40.6

計 18,675 19,013 37,689 100.0 11,797 12,824 24,622 100.0 △13,066 △34.7

構成比(%) 49.5 50.5 100.0 47.9 52.1 100.0
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