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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 8,654 △2.9 50 ― 56 ― △123 ―

21年3月期第3四半期 8,914 ― △51 ― △94 ― △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 △11.81 ―

21年3月期第3四半期 △25.15 ―

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 9,261 2,332 21.9 194.01
21年3月期 11,146 2,488 19.7 210.26

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,026百万円 21年3月期  2,196百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 3.00 3.00
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 12,500 △15.6 110 △73.1 110 △68.5 △90 ― △8.62

- 1 -



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  無  

(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） 

(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 

業績予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要因が内在しているため、実際の業績は予想
値と異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 10,596,509株 21年3月期  10,596,509株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  151,176株 21年3月期  150,735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 10,445,486株 21年3月期第3四半期 10,449,520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、昨年秋以降の世界同時不況による急速な景気後退局

面から、一部の景気が持ち直すなど最悪期は脱した感はあるものの、企業業績の悪化、設備投資の減少、

雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続いております。  

当建設業界においては、公共投資は補正予算の成立により一部期待感はあったものの、民主党への歴史

的な政権交代による補正予算の見直しや凍結により、ますます縮減傾向は拡大しており、また、民間工事

は、製造業の企業業績の悪化による設備投資の抑制、見直しや不動産市況の悪化などから民間設備投資が

急激に減少しているため、熾烈な受注競争及び価額競争を強いられ、経営環境は一段と厳しい状況が続い

ております。  

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めた結果、当第３四半期連

結累計期間の受注は、官公庁の建築工事の減少により6,484百万円(前年同四半期比23.6%減少)となり、売

上高については、例年第４四半期連結会計期間に集中しているため、四半期別売上高に季節的変動がある

ものの、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」及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」が適用されたことに伴い、売上高が1,061百万円増加したものの、8,654百万円（前年同四半期

比2.9%減少）となりました。  

また、利益面については、売上総利益は微増で推移しましたが、販売費及び一般管理費の削減により、

営業利益は50百万円（前年同四半期は営業損失51百万円）、経常利益は56百万円（前年同四半期は経常損

失94百万円）となりましたが、減損損失75百万円、固定資産除却損11百万円をそれぞれ特別損失に計上

し、さらに繰延税金資産35百万円を取崩した結果等により、四半期純損失は123百万円（前年同四半期は

四半期純損失262百万円）となりました。  

  

(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,732百万円（26.1%）減少し、4,915百万円となりました。こ

れは主に、その他流動資産が57百万円増加したものの、現金預金が216百万円、受取手形・完成工事未収

入金等が1,142百万円、未成工事支出金が377百万円、それぞれ減少したこと等によります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて153百万円（3.4%）減少し、4,345百万円となりました。これは

主に、有形固定資産が減損損失の計上により75百万円、固定資産除却損の計上により11百万円、減価償却

により70百万円それぞれ減少したこと等によります。  

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,885百万円（16.9%）減少し、9,261百万円となり

ました。 

(負債)  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,502百万円（22.5%）減少し、5,168百万円となりました。こ

れは主に、支払手形・工事未払金等が769百万円、短期借入金が117百万円、未成工事受入金が484百万

円、それぞれ減少したこと等によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて226百万円（11.4%）減少し、1,760百万円となりました。これ

は主に、長期借入金が237百万円減少したこと等によります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,729百万円(20.0%)減少し、6,928百万円となりま

した。  

  (純資産)  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて155百万円（6.3%）減少し、2,332百万円となりました。これ

は主に利益剰余金が154百万円減少したこと等によります。 

  

平成21年５月15日に発表いたしました通期(連結・単体)の業績予想を修正いたしました。詳細につきま

しては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照しださい。 

  

・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。 

  

該当事項はありません。 

  

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、長期大型工事(工期１年超、請負金額建築３億

円以上、土木２億円以上)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

していましたが、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日以前に着工した工事契約のうち、長期大型工事(工期１年超、請負金額建

築３億円以上、土木２億円以上)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

1,061,183千円増加し、営業利益及び経常利益は42,988千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、

42,988千円減少しております。 

  

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   

現金預金 1,518,280 1,734,889

受取手形・完成工事未収入金等 1,718,289 2,860,741

未成工事支出金 815,500 1,193,362

その他のたな卸資産 660,238 786,204

繰延税金資産 5,134 40,547

その他 204,310 92,128

貸倒引当金 △5,824 △59,826

流動資産合計 4,915,929 6,648,049

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 2,758,914 2,859,113

機械、運搬具及び工具器具備品 901,947 1,201,226

土地 2,835,602 2,835,602

その他 22,018 10,494

減価償却累計額 △2,539,454 △2,784,294

有形固定資産合計 3,979,029 4,122,141

無形固定資産   

のれん 714 2,857

その他 22,198 20,469

無形固定資産合計 22,913 23,326

投資その他の資産   

投資有価証券 135,940 152,024

長期貸付金 96,870 94,344

その他 203,309 141,636

貸倒引当金 △92,725 △35,039

投資その他の資産合計 343,394 352,965

固定資産合計 4,345,337 4,498,433

資産合計 9,261,267 11,146,482
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,160,715 2,929,897

短期借入金 1,926,437 2,044,278

未払法人税等 31,002 38,310

未成工事受入金 626,238 1,110,457

賞与引当金 38,725 62,717

完成工事補償引当金 8,739 6,736

工事損失引当金 56,825 42,014

その他 319,690 436,581

流動負債合計 5,168,373 6,670,993

固定負債   

社債 42,000 42,000

長期借入金 825,262 1,062,514

再評価に係る繰延税金負債 526,993 526,993

退職給付引当金 8,994 8,338

役員退職慰労引当金 74,274 65,399

負ののれん 54,778 57,708

その他 228,294 224,524

固定負債合計 1,760,596 1,987,479

負債合計 6,928,970 8,658,473

純資産の部   

株主資本   

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 885,960 1,040,676

自己株式 △17,100 △17,054

株主資本合計 1,527,492 1,682,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,283 3,804

土地再評価差額金 510,245 510,245

評価・換算差額等合計 498,961 514,049

少数株主持分 305,843 291,705

純資産合計 2,332,296 2,488,009

負債純資産合計 9,261,267 11,146,482
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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 8,914,398 8,654,871

売上原価 8,027,243 7,777,934

売上総利益 887,154 876,936

販売費及び一般管理費 938,340 826,333

営業利益又は営業損失（△） △51,185 50,603

営業外収益   

受取利息 9,241 7,710

受取配当金 1,496 1,331

受取保険金 9,315 37,603

その他 13,745 13,295

営業外収益合計 33,798 59,940

営業外費用   

支払利息 53,978 38,723

その他 23,629 15,556

営業外費用合計 77,607 54,280

経常利益又は経常損失（△） △94,994 56,263

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 41,450 －

貸倒引当金戻入額 3,513 6,750

償却債権取立益 － 2,285

固定資産売却益 16,386 866

特別利益合計 61,350 9,902

特別損失   

たな卸資産評価損 33,110 －

固定資産除却損 116 11,227

減損損失 104,877 75,117

投資有価証券売却損 370 －

投資有価証券評価損 6,942 －

特別損失合計 145,415 86,345

税金等調整前四半期純損失（△） △179,060 △20,178

法人税、住民税及び事業税 40,838 43,628

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

29,469 －

法人税等調整額 △21,384 35,234

法人税等合計 48,923 78,862

少数株主利益 34,853 24,338

四半期純損失（△） △262,836 △123,379
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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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(1) 個別受注実績      (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
(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、前年同四半期増減率 

(参考)受注実績内訳      (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

(単位:百万円) 

 
(注)1.受注高は、当該四半期までの累計額 

2.( )内のパーセント表示は、構成比率 

  

(2) 個別受注実績に関する定性的情報等 

 第３四半期の個別受注実績は、土木工事においては、官公庁工事が7.4%、民間工事が20.8％それぞれ減少

したことにより前年同期比9.6%の減少となり、建築工事においては、官公庁工事が53.1％と大幅な減少とな

り、民間工事は1.7％の増加となったものの、前年同期比29.8%の減少となりました。その結果、建設事業全

体としては、前年同期比24.0%の減少となりました。 

6 その他の情報

【四半期個別受注の状況】

受注高

21年３月期第３四半期 7,952百万円 △5.1％

22年３月期第３四半期 6,046百万円 △24.0％

区    分
平成22年３月期
第３四半期

平成21年３月期
第３四半期

比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

土 
  
木

官 公 庁 1,780 (29.4％) 1,922 (24.2％) △141 △7.4％

民   間 299 ( 5.0  ) 377 (4.7  ) △78 △20.8

計 2,080 (34.4  ) 2,300 (28.9  ) △220 △9.6

建 
  
築

官 公 庁 1,527 25.3  ) 3,254 (40.9  ) △1,726 △53.1

民   間 2,438 (40.3  ) 2,396 (30.2  ) 41 1.7

計 3,966 (65.6  ) 5,651 (71.1  ) △1,685 △29.8

合 
  
計

官 公 庁 3,308 (54.7  ) 5,177 (65.1  ) △1,868 △36.1

民   間 2,737 (45.3  ) 2,774 (34.9  ) △37 △1.3

計 6,046 (100.0  ) 7,952 (100.0  ) △1,905 △24.0
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