
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 AS-SZKi 上場取引所 JQ 
コード番号 1995 URL http://www.szki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 千葉 愼二

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 木下 義治 TEL 055-971-3040
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

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 5,353 △6.4 484 ― 317 ― 300 ―

21年3月期第3四半期 5,721 ― △1,528 ― △1,780 ― △2,790 ―

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 5.94 0.00
21年3月期第3四半期 △55.14 0.00

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 22,789 6,434 27.2 122.69
21年3月期 23,658 6,147 25.0 116.80

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,209百万円 21年3月期  5,911百万円

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 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

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  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 6,620 △16.9 420 ― 230 ― 190 ― 3.75
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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ページの【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ページの【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 

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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
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 51,224,916株 21年3月期  51,224,916株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  617,470株 21年3月期  615,675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 50,607,996株 21年3月期第3四半期 50,611,157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、政府の景気刺激策の効果等により景気は持ち直しの兆しが見ら

れるものの、雇用情勢や個人消費は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループの主たる事業領域である建設業界は、このような情勢の中、民間建設投資意欲は低迷を続け、新設住

宅着工戸数は暦年で45年ぶりに80万戸を割り込むなど受注環境は総じて厳しい状況で推移いたしました。 

開発・ＰＩ（プリンシパル・インベストメント以下ＰＩという。）事業及びアセットマネジメント事業領域は、雇

用環境の悪化や所得環境の不安などの景気の影響により不動産市況が低迷する等、全般的に低調な状況で推移いたし

ました。 

このような状況の下で、建設事業につきましては、更なるコストの削減を進める一方で、注文住宅では「上質な木

の家」、賃貸アパートでは「煉瓦の家」などの住居系の建設に力を入れ営業活動を積極的に取り組んでまいりまし

た。その結果、建設事業売上高は3,445百万円（前年同期比32.0％増）となり営業利益は競争の激化による利益率の低

下により95百万円（前年同期比6.4％減）となりました。 

開発・ＰＩ事業につきましては、小規模の宅地分譲等を中心とする営業活動を行ってまいりました。その結果、開

発・ＰＩ事業売上高は699百万円（前年同期比63.3％減）となり営業損失は34百万円（前年同期は888百万円の損失）

となりました。 

アセットマネジメント事業は、家賃収入の増加等により売上高は1,128百万円（前年同期比1.6％増）となり営業利

益は経費の削減等もあり571百万円（前年同期は524百万円の損失）となりました。 

その他の事業につきましては、売上高79百万円（前年同期比16.2％減）となり営業利益は５百万円（前年同期比

116.8％増）となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間より昨今の不動産市況を総合的に鑑み、賃貸不動産の賃料収入の増加等による収

益の安定化を図るため、所有目的の変更を行い、販売用不動産の一部と不動産信託受益権を有形固定資産に振替えて

おります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,353百万円（前年同期比6.4％減）となり営業利益は販売費及

び一般管理費の削減により484百万円（前年同期は1,528百万円の損失）となりました。経常利益は営業利益の増加に

より317百万円（前年同期は1,780百万円の損失）となり四半期純利益は300百万円（前年同期は2,790百万円の損失）

となりました。 

   

当第３四半期連結累計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ868百万円減少し22,789百万

円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ17,856百万円減少し4,141百万円となりました。これは主に、現金及び預金

252百万円、受取手形・完成工事未収入金66百万円がそれぞれ増加いたしましたが、所有目的の変更による有形固定資

産への振替等による販売用不動産及び不動産信託受益権17,635百万円の減少と関係会社短期貸付金128百万円が減少し

たことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ16,987百万円増加となり18,648百万円となりました。これは主に、前述の所

有目的の変更により有形固定資産が増加したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,154百万円減少し16,355百万円となりました。これは主に、短期借

入金649百万円、未成工事受入金259百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ286百万円増加し6,434百万円となりました。これは主に、四半期

純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

当社グループの経営環境は、上述のとおり建設事業・不動産事業とも先行き不透明感や不確実要素が想定されま

す。当第３四半期連結累計期間を終了した時点で業績は通期予想を上回る状況で推移しておりますが、概ね計画の範

囲内で推移しており、通期の業績予想につきましては、平成21年11月13日付「平成22年３月期第２四半期決算短信」

において公表いたしました連結業績予想を変更しておりません。 

  

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
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該当事項はありません。  

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 市場価格のない株式の減損処理 

市場価格のない株式の発行会社の財政状態が悪下しているかどうかの判断にあたっては、四半期会計期間末まで

に入手し得る直近の財務諸表を使用する方法によっております。 

③ たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

④ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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する方法によっ

ております。 

⑤ 減損の兆候 

減損の兆候にあたっては、前連結会計年度末以降に使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収

可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるような意思決定や、経営環境の著しい悪化に該当する事案が発生し

たかどうかについて留意し、兆候を把握するか否か決定する方法によっております。 

⑥ 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 

法人税等の納付税額の算定に関して、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、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、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。 

⑦ 重要性が乏しい連結会社における簡便的な会計処理 

重要性が乏しい連結会社においては、重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化及びその他の経営

環境に著しい変化がないと認められ、かつ、当第３四半期財務諸表上の一時差異等の発生状況について大幅な変動

がないため、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前年度の損益計算書における税効果会計適用後の

法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

  

  

・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、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に係る売上高は609,145千円増加

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59,551千円増加しております。  

  

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：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   

現金及び預金 2,142,604 1,889,902

受取手形・完成工事未収入金 212,952 146,148

売掛金 67,655 59,999

販売用不動産 1,234,949 15,130,398

不動産信託受益権 － 3,740,000

未成工事支出金 29,318 424,640

材料貯蔵品 9,176 11,349

繰延税金資産 668 668

関係会社短期貸付金 330,000 458,500

その他 122,869 145,025

貸倒引当金 △9,123 △8,935

流動資産合計 4,141,072 21,997,697

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 9,622,717 212,096

土地 4,606,189 831,182

信託建物（純額） 2,816,315 －

信託土地 909,331 －

その他（純額） 120,589 24,911

有形固定資産合計 18,075,143 1,068,191

無形固定資産 77,119 91,155

投資その他の資産   

その他 729,707 735,231

貸倒引当金 △233,500 △234,000

投資その他の資産合計 496,207 501,231

固定資産合計 18,648,470 1,660,577

資産合計 22,789,542 23,658,275

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,028 22,499

工事未払金 349,280 468,857

短期借入金 12,471,548 13,120,946

関係会社短期借入金 1,075,000 1,897,000

リース債務 14,133 13,866

未払法人税等 8,392 93,313

未成工事受入金 132,201 391,430

賞与引当金 16,962 32,593

完成工事補償引当金 12,700 20,500

訴訟損失引当金 － 20,000

未払金 67,002 149,285

その他 89,106 67,545

流動負債合計 14,258,355 16,297,836
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（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   

社債 100,000 100,000

長期借入金 209,906 141,940

関係会社長期借入金 822,000 －

リース債務 70,969 81,602

繰延税金負債 － 112

再評価に係る繰延税金負債 227,262 227,262

退職給付引当金 157,487 153,689

役員退職慰労引当金 138,126 136,265

債務保証損失引当金 129,000 129,000

その他 242,288 242,658

固定負債合計 2,097,040 1,212,530

負債合計 16,355,396 17,510,367

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,422,629 1,422,629

資本剰余金 5,089,533 5,735,541

利益剰余金 △439,613 △1,386,148

自己株式 △96,696 △96,619

株主資本合計 5,975,853 5,675,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,329 △386

土地再評価差額金 263,974 263,974

為替換算調整勘定 △27,328 △27,601

評価・換算差額等合計 233,315 235,985

少数株主持分 224,977 236,519

純資産合計 6,434,146 6,147,907

負債純資産合計 22,789,542 23,658,275
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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：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 5,721,617 5,353,870

売上原価 6,100,548 4,161,700

売上総利益又は売上総損失（△） △378,931 1,192,169

販売費及び一般管理費 1,149,176 707,520

営業利益又は営業損失（△） △1,528,108 484,649

営業外収益   

受取利息 23,724 14,979

受取配当金 606 541

受取保証料 － 16,477

受取補償金 7,161 －

その他 20,146 17,008

営業外収益合計 51,638 49,006

営業外費用   

支払利息 246,364 209,635

為替差損 13,801 －

その他 44,284 6,958

営業外費用合計 304,450 216,593

経常利益又は経常損失（△） △1,780,921 317,062

特別利益   

固定資産売却益 219 283

貸倒引当金戻入額 54,000 300

保険解約返戻金 6,212 －

受取和解金 － 2,699

特別利益合計 60,431 3,282

特別損失   

固定資産売却損 294,096 －

減損損失 279,908 －

固定資産除却損 162 －

たな卸資産評価損 252,393 －

債務保証損失引当金繰入額 70,000 －

訴訟損失引当金繰入額 20,000 22,716

その他 18,000 －

特別損失合計 934,560 22,716

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（△）

△2,655,050 297,627

法人税、住民税及び事業税 94,785 8,643

法人税等調整額 47,394 －

法人税等合計 142,179 8,643

少数株主損失（△） △6,572 △11,541

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,790,657 300,526
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（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 2,338,724 1,766,485

売上原価 2,032,656 1,428,413

売上総利益 306,068 338,072

販売費及び一般管理費 354,151 205,650

営業利益又は営業損失（△） △48,083 132,422

営業外収益   

受取利息 9,715 3,990

受取配当金 283 259

受取保証料 － 5,066

その他 5,632 6,495

営業外収益合計 15,631 15,811

営業外費用   

支払利息 79,956 67,259

為替差損 8 －

その他 4,884 629

営業外費用合計 84,849 67,889

経常利益又は経常損失（△） △117,301 80,344

特別利益   

固定資産売却益 219 －

貸倒引当金戻入額 1,000 －

特別利益合計 1,219 －

特別損失   

減損損失 1,028 －

特別損失合計 1,028 －

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（△）

△117,109 80,344

法人税、住民税及び事業税 44,788 3,126

法人税等合計 44,788 3,126

少数株主損失（△） △2,346 △3,908

四半期純利益又は四半期純損失（△） △159,552 81,126
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 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）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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