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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 40,545 △17.3 890 28.0 626 37.5 148 ―
21年3月期第3四半期 49,019 ― 696 ― 456 ― △262 ―

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 1.41 ―
21年3月期第3四半期 △2.49 ―

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 43,338 5,736 13.2 54.59
21年3月期 48,011 5,238 10.9 49.84

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,736百万円 21年3月期  5,238百万円

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 0.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想） 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 54,800 △16.2 1,100 △10.3 700 △19.2 250 37.5 2.38
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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 
上記の業績予想につきましては、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。なお、業績予想に関する事項は、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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 106,142,250株 21年3月期  106,142,250株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,051,965株 21年3月期  1,028,859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 105,100,726株 21年3月期第3四半期 105,161,609株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退局面からやや持ち直してき

たものの、企業業績や雇用情勢は依然として厳しく、引き続き景気の先行きは不透明な状況がつづ

いております。 

この間、当建設業界におきましては、住宅着工戸数の大幅な落ち込みに加え、企業収益の悪化に

より設備投資も依然低調なままであり、建設投資の低迷は今後も続くものと思われ、受注競争は一

層激しさを増してきております。 

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の当社グループの受注高は、前年同期比21.6％

減の33,995百万円となりました。 

個別工事の原価低減の徹底、販管費の削減をさらに進めた結果、当社グループの第３四半期連結

累計期間の業績は、利益率が当初の見通しを上回り、売上高が40,545百万円（前年同期比17.3％

減）、営業利益が890百万円（前年同期比28.0％増）、経常利益が626百万円（前年同期比37.5％

増）、四半期純利益は148百万円（前年同期は262百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、当社グループの業績には季節的変動があり、売上高は通常の営業形態として第４四半期に

完成する工事の割合が大きくなるのに対し、人件費その他の固定費が恒常的に発生することから、

第３四半期までの売上高に対する費用負担が大きくなる傾向にあります。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、「受取手形・完成工事未収入金等」が減少したことな

どにより、前連結会計年度末比4,673百万円減（9.7％減）の43,338百万円となりました。 

負債合計は、「支払手形・工事未払金等」「短期借入金」が減少したことなどにより、前連結会

計年度末比5,171百万円減（12.1％減）の37,601百万円となりました。 

純資産合計は、「利益剰余金」「その他有価証券評価差額金」が増加したことなどにより、前連

結会計年度末比497百万円増（9.5％増）の5,736百万円となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、平成21年５月11日に公表いたしました通期業績予想を修正いた

しました。詳細は、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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）
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①完成工事補償引当金の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の補償実績率等が第２四半期連結会計期間末に算定したもの

と著しい変化がないと認められるため、第２四半期連結会計期間末の補償実績率を使用して

算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。 

③法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の計算に関して、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、長期（工期12ヶ月超）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、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,855

百万円増加し、営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益は、それぞれ365百万円増

加しております。  

  

（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   

現金預金 7,717 4,902 

受取手形・完成工事未収入金等 25,379 30,010 

販売用不動産 1,338 1,338 

未成工事支出金 1,457 4,738 

材料貯蔵品 16 20 

その他 919 2,159 

貸倒引当金 △202 △725 

流動資産合計 36,626 42,445 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,748 1,742 

その他（純額） 1,585 1,588 

有形固定資産計 3,334 3,330 

無形固定資産 153 131 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,431 1,059 

その他 2,126 1,072 

貸倒引当金 △334 △27 

投資その他の資産計 3,223 2,104 

固定資産合計 6,711 5,566 

資産合計 43,338 48,011 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 14,059 15,211 

短期借入金 18,250 20,897 

未払法人税等 34 51 

未成工事受入金 981 2,380 

完成工事補償引当金 142 145 

賞与引当金 2 103 

工事損失引当金 52 7 

その他 1,982 2,003 

流動負債合計 35,505 40,799 

固定負債   

長期借入金 24 59 

繰延税金負債 17 4 

退職給付引当金 2,025 1,873 

その他 29 35 

固定負債合計 2,096 1,973 

負債合計 37,601 42,773 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,307 5,307 

資本剰余金 － 572 

利益剰余金 500 △219 

自己株式 △90 △89 

株主資本合計 5,717 5,569 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19 △331 

評価・換算差額等合計 19 △331 

純資産合計 5,736 5,238 

負債純資産合計 43,338 48,011 

大末建設㈱(1814)平成22年３月期　第３四半期決算短信

6



（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   

完成工事高 47,890 38,616 

不動産事業等売上高 1,129 1,928 

売上高合計 49,019 40,545 

売上原価   

完成工事原価 44,713 35,675 

不動産事業等売上原価 1,019 1,636 

売上原価合計 45,732 37,311 

売上総利益   

完成工事総利益 3,176 2,941 

不動産事業等総利益 110 292 

売上総利益合計 3,286 3,233 

販売費及び一般管理費 2,590 2,342 

営業利益 696 890 

営業外収益   

受取利息 27 26 

受取配当金 20 13 

保険配当金 － 17 

その他 37 13 

営業外収益合計 85 70 

営業外費用   

支払利息 275 298 

その他 50 36 

営業外費用合計 326 334 

経常利益 456 626 

特別利益   

前期損益修正益 0 3 

賞与引当金戻入額 － 94 

特別利益合計 0 98 

特別損失   

前期損益修正損 1 3 

固定資産売却損 0 － 

固定資産除却損 9 5 

投資有価証券評価損 196 － 

本社移転費用 － 52 

貸倒引当金繰入額 433 440 

その他 80 37 

特別損失合計 721 539 

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（△）

△265 186 

法人税、住民税及び事業税 32 38 

法人税等調整額 △35 △0 

法人税等合計 △2 38 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △262 148 
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年６月16日開催の定時株主総会決議に基づき、平成21年７月21日付で資本

準備金全額を取り崩し、その他資本剰余金へ振替え、さらに繰越利益剰余金に振替えており

ます。これにより、当第３四半期連結会計期間末において、資本剰余金が572百万円減少し、

利益剰余金が同額増加しております。 

  

（１）個別受注実績 

（注）パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

（参考）受注実績内訳                          （単位：百万円） 

（注）（  ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

（２）個別受注予想 

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率 

  

[個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等] 

当第３四半期累計期間の個別受注実績については、前年同四半期比22.2％減の33,248百万円となり

ました。通期の個別受注予想については、第３四半期の状況を鑑み、前回予想からは減少するもの

の、前期並みとなる見込みです。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．四半期個別受注の概要

  受注高   

平成22年３月期第３四半期累計期間  33,248 百万円   △22.2 ％   

平成21年３月期第３四半期累計期間  42,710    △20.4

区   分 

前第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

比較増減 増減率 

建

設

事

業 

建

築 

官公庁  3,534 （  8.3 ％）  2,270 （  6.8 ％）  △1,264  △35.8 ％ 

民 間  37,144 （  86.9  ）  29,104 （  87.5  ）  △8,040  △21.6   

計  40,679 （  95.2  ）  31,375 （  94.3  ）  △9,304  △22.9   

土

木 

官公庁  1,790 （  4.2  ）  1,586 （  4.8  ）  △204  △11.4   

民 間  239 （  0.6  ）  287 （  0.9  ）  47  19.7   

計  2,030 （  4.8  ）  1,873 （  5.7  ）  △157  △7.7   

合

計 

官公庁  5,325 （  12.5  ）  3,857 （  11.6  ）  △1,468  △27.6   

民 間  37,384 （  87.5  ）  29,391 （  88.4  ）  △7,992  △21.4   

計  42,710 （  100.0  ）  33,248 （  100.0  ）  △9,461  △22.2   

  受注高   

平成22年３月期予想  50,000 百万円  △2.8 ％   

平成21年３月期実績  51,424     △29.2   
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