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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） 

平成２１年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、四半期純損失が計上されているため記載しておりません。 

(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 90,215 △0.2 1,941 ― 1,341 ― 664 ―

21年3月期第3四半期 90,406 ― △82 ― △1,074 ― △2,213 ―

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 1.93 1.60
21年3月期第3四半期 △6.63 ―

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 108,863 20,805 18.5 50.78
21年3月期 115,705 20,185 16.9 49.31

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  20,119百万円 21年3月期  19,548百万円

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  

上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、３ペ
ージ「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

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 ― ― ― 0.50 0.50
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

1.00 1.00

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 145,000 △6.9 3,200 4.1 2,200 22.7 900 62.4 2.67



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）  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。 

(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 

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４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」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 東洋ランドテクノ株式会社 ）

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 347,696,348株 21年3月期  337,443,540株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  240,807株 21年3月期  238,484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 345,177,924株 21年3月期第3四半期 332,404,923株



種類株式の配当の状況  

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです。 

 （注）平成22年３月期の予想につきましては、第二回優先株式が取得請求権行使の期間中であり、普通株式の取得

請求権が行使される可能性があることから未定とさせていただきます。 

  

基準日 

  

 １株当たり配当金   

配当金総額 

  
 期 末  年 間 

 平成21年３月期        円        円    百万円 

  第二回優先株式       7.248           7.248      82 

 平成22年３月期        円        円  百万円 

  第二回優先株式 － －  － 



当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、中国をはじめとする新興国向けの輸出の増加が見られましたが、企業

業績は依然として厳しく、個人消費も低調であり、本格的な景気回復の段階には至らない状況でありました。 

建設業界におきましては、民間設備投資が引き続き低調であり、また、公共建設投資は政権交代に伴い補正予算の

執行が一部停止となるなど、非常に厳しい環境下で推移しました。  

 このような状況のなか、当社グループの業績につきましては、売上高902億円（前年同四半期比0.2％減）、営業利

益19億円（前年同四半期 営業損失８千万円）、経常利益13億円（前年同四半期 経常損失10億円）、四半期純利益

６億円（前年同四半期 四半期純損失22億円）となりました。 

   

当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ受取手形・完成工事未収入金等の減少などに

より、資産合計は68億円減少した1,088億円となりました。 

 負債の部は、支払手形・工事未払金等の減少及び短期借入金の返済などにより前連結会計年度に比べ74億円減少し

た880億円となりました。 

 純資産の部は、期末配当を実施したこと及び四半期純利益を計上したことなどから前連結会計年度末に比べ６億円

増加した208億円となり、その結果自己資本比率は18.5％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収及び第３四半期末日が銀行休業日に当たり、支払手形の決

済が平成22年１月４日にずれ込んだことなどにより63億円の収入超過となりました。（前年同四半期は36億円の収入

超過） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより29億円の支出超過となりました。（前年同

四半期は18億円の支出超過） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金の支払いなどにより21億円の支出超過となり

ました。（前年同四半期は32億円の支出超過） 

 以上の結果、当第３四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124億円となりました。（前年同

四半期末残高 124億円）  

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に発表いたしました当初予想と変更はありません。 

  

 前連結会計年度まで連結子会社でありました東洋ランドテクノ株式会社につきましては、平成21年６月18日付

で当社が100％所有する同社株式を常盤工業株式会社に全部譲渡したため、連結子会社から除外となりました。

  

①簡便な会計処理 

ａ．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しております。  

ｂ．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  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異の

発生状況等に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用しております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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）

（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



・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きましては、従来、工期12ヶ月超かつ請負金額１億円以上の工事につ

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、連結在外子会社は全ての工事について工

事進行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

度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。 

 なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約のうち、工期12ヶ月超かつ請負金額１億円以上の工事

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、連結在外子会社は全ての工事につ

いて工事進行基準を引き続き適用しております。  

 これにより、売上高は10,743百万円増加し、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651百万円増加しております。 

  

（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：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 12,721 11,577

受取手形・完成工事未収入金等 31,162 42,431

未成工事支出金 14,124 11,383

販売用不動産 2,321 733

その他 10,333 12,510

貸倒引当金 △12 △10

流動資産合計 70,651 78,626

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,292 14,245

機械、運搬具及び工具器具備品 18,262 19,945

土地 23,897 20,977

建設仮勘定 29 1,025

減価償却累計額 △23,999 △24,906

有形固定資産計 32,481 31,288

無形固定資産 322 375

投資その他の資産   

投資有価証券 2,324 2,280

その他 3,493 3,612

貸倒引当金 △410 △477

投資その他の資産計 5,407 5,416

固定資産合計 38,211 37,079

資産合計 108,863 115,705



（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・工事未払金等 37,582 41,712

短期借入金 17,003 19,359

未成工事受入金 11,113 12,423

引当金 724 1,904

その他 7,540 6,677

流動負債合計 73,964 82,076

固定負債   

社債 110 110

長期借入金 5,734 5,316

退職給付引当金 4,164 3,773

引当金 16 34

その他 4,067 4,208

固定負債合計 14,093 13,443

負債合計 88,057 95,520

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,683 10,683

資本剰余金 2,491 2,491

利益剰余金 5,299 4,768

自己株式 △20 △20

株主資本合計 18,453 17,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21 △19

土地再評価差額金 1,708 1,708

為替換算調整勘定 △64 △64

評価・換算差額等合計 1,665 1,625

少数株主持分 686 637

純資産合計 20,805 20,185

負債純資産合計 108,863 115,705



（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 89,686 89,516

兼業事業売上高 719 699

売上高合計 90,406 90,215

売上原価   

完成工事原価 84,321 82,715

兼業事業売上原価 417 407

売上原価合計 84,738 83,122

売上総利益   

完成工事総利益 5,365 6,801

兼業事業総利益 302 291

売上総利益合計 5,668 7,092

販売費及び一般管理費 5,750 5,151

営業利益又は営業損失（△） △82 1,941

営業外収益   

受取利息 37 22

受取配当金 25 20

その他 45 20

営業外収益合計 108 62

営業外費用   

支払利息 470 443

為替差損 309 －

その他 320 218

営業外費用合計 1,100 662

経常利益又は経常損失（△） △1,074 1,341

特別利益   

固定資産売却益 95 141

工事損失引当金戻入益 57 －

その他 18 64

特別利益合計 171 206

特別損失   

投資有価証券評価損 317 56

固定資産除却損 － 19

転身支援加算金等 188 －

販売用不動産評価損 186 －

その他 182 11

特別損失合計 874 87

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（△）

△1,777 1,460

法人税、住民税及び事業税 267 327

法人税等調整額 172 414

法人税等合計 440 741

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4 54

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,213 664



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△）

△1,777 1,460

減価償却費 886 857

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64 △28

工事損失引当金の増減額（△は減少） △231 96

退職給付引当金の増減額（△は減少） 182 503

受取利息及び受取配当金 △62 △42

支払利息 470 443

投資有価証券評価損益（△は益） 317 56

投資有価証券売却損益（△は益） 1 －

有形固定資産売却損益（△は益） △43 △140

有形固定資産除却損 29 19

売上債権の増減額（△は増加） 16,112 10,153

未成工事支出金の増減額（△は増加） △21,751 △2,999

販売用不動産の増減額（△は増加） 141 △1,587

仕入債務の増減額（△は減少） 2,227 △2,904

未成工事受入金の増減額（△は減少） 10,371 △1,199

その他 △2,590 2,170

小計 4,217 6,859

利息及び配当金の受取額 63 34

利息の支払額 △373 △345

法人税等の支払額 △303 △225

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,603 6,323

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △185 △230

定期預金の払戻による収入 185 185

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 12

有形固定資産の取得による支出 △1,908 △3,020

有形固定資産の売却による収入 38 289

無形固定資産の取得による支出 △25 △31

投資有価証券の取得による支出 △24 △39

投資有価証券の売却による収入 9 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ △108

貸付けによる支出 △21 △158

貸付金の回収による収入 76 113

その他 14 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,841 △2,991



（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) 

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） △3,254 △2,454

長期借入れによる収入 1,800 2,175

長期借入金の返済による支出 △1,734 △1,658

リース債務の返済による支出 △3 △8

配当金の支払額 △102 △250

少数株主への配当金の支払額 △2 △1

自己株式の取得による支出 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,299 △2,198

現金及び現金同等物に係る換算差額 △251 △35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,788 1,098

現金及び現金同等物の期首残高 14,238 11,392

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,449 12,491



 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

（１）事業区分の方法 

       日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。  

（２）各区分に属する主要な事業の内容  

   建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業  

   兼業事業：不動産賃貸事業等 

  

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） 

   全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める建設事業の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

  

 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）及び当第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）  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省

略しております。 

  

 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）及び当第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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 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
（百万円） 

兼業事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                          

(1）外部顧客に対する売上高  89,686  719  90,406  －  90,406

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2  162  165 (165)  －

計  89,689  882  90,571 (165)  90,406

営業利益  △215  132  △82  －  △82

〔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



１．四半期個別受注の概況 

  

（１）個別受注実績 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額。 

   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率。 

  

（２）受注実績内訳 

  

（３）平成22年３月期の個別建設受注予想 

（注）①パーセント表示は、前年実績比増減率。 

   ②不動産事業は含めておりません。 

  

  

６．その他の情報

   受注高 

 平成22年３月期第３四半期     百万円        ％ 72,501 1.6

 平成21年３月期第３四半期     百万円      ％ 71,378 △18.8

 区   分  

       前第３四半期     

   （自 平成20. 4. 1    

     至 平成20.12.31） 

       当第３四半期 

   （自  平成21. 4. 1    

    至 平成21.12.31） 

 比較増減   

金額（百万円） 
 構成比

（％） 
 金額（百万円） 

 構成比

（％） 
 金額（百万円） 

 増減率

（％） 

    国内官公庁    26,676    37.4     30,241    41.7      3,564      13.4

   土  国 内 民 間     4,964     6.9     5,055     7.0          91     1.8

  木 海 外     9,912    13.9     14,786    20.4      4,874      49.2

建    計    41,553    58.2     50,083    69.1    8,529      20.5

    国内官公庁     6,041    8.5      4,388     6.1    △1,653    △27.4

 設  建 国 内 民 間    22,732    31.8     16,490    22.7    △6,241    △27.5

  築 海 外       513     0.7        569     0.8       56     10.9

 事     計    29,287    41.0     21,448    29.6   △7,839    △26.8

    国内官公庁    32,718    45.8     34,629    47.8     1,911      5.8

 業  合 国 内 民 間    27,697    38.8     21,546    29.7  △6,150    △22.2

  計 海 外     10,426    14.6     15,356    21.2     4,930      47.3

     計    70,841    99.2     71,532    98.7      690      1.0

 不動産事業       536       0.8        969       1.3      432     80.5

 合   計    71,378  100.0     72,501     100.0     1,123      1.6

   通  期 

 平成22年３月期予想     百万円        ％ 122,000 10.9

 平成21年３月期実績     百万円       ％ 110,045 △11.3
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