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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 44,668 3.8 △1,702 ― △2,201 ― △1,906 ―
21年3月期第3四半期 43,023 ― △5,883 ― △6,482 ― △7,111 ―

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 △11.58 ―
21年3月期第3四半期 △43.23 ―

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 46,507 10,598 22.6 63.77
21年3月期 48,558 12,427 25.4 74.95

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,490百万円 21年3月期  12,329百万円

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 ― 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  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 70,000 ― 500 ― 400 ― 100 ― 0.61
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他（２）をご参照ください。 

(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（３）をご参照ください。 

(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 
平成２２年３月期の業績予想は、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、実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数
値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、決算短信（連結）添付資料３ページ記載の「連結業績予想に関する定性的情報」をご
参照ください。 

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 182,025,228株 21年3月期  182,025,228株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  17,538,228株 21年3月期  17,537,631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 164,487,192株 21年3月期第3四半期 164,488,615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、アジア向けを中心とした輸出の増加や個人消費に

持ち直しの動きがあるものの、雇用情勢は依然として厳しい状況が続き、景気は先行き不透明な状況で

推移いたしました。 

 建設業界におきましても、民間設備投資の停滞、公共投資の補正予算について一部が執行中止となる

など、引き続き厳しい経営環境となりました。 

このような中、売上高は44,668百万円（前年同四半期比3.8％増）、営業損失は1,702百万円(前年同

四半期は5,883百万円の損失)、経常損失は2,201百万円（前年同四半期は6,482百万円の損失）、四半期

純損失は1,906百万円（前年同四半期は7,111百万円の損失）となりました。 

 なお、部門別の受注・売上・繰越高につきましては、10ページに記載しております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、完成工事未収入金等が減少したこと等により前連結会計年

度末に比べて2,052百万円減少し、46,507百万円となりました。 

 負債は、支払手形・工事未払金等が増加したものの、借入金及び未成工事受入金等が減少したことに

より前連結会計年度末に比べて222百万円減少し、35,909百万円となりました。 

  純資産は、当第３四半期連結累計期間での四半期純損失の計上もあり、前連結会計年度末に比べて

1,830百万円減少し10,598百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

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、前連結会計年度末に比べ2,774

百万円増加し、7,902百万円（前年同四半期連結会計期間末残高は6,138百万円）となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少と仕入債務の増

加が大きく影響し、4,742百万円の収入超過となりました。 

 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等により95百万円の支出超過となりまし

た。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金とリース債務の返済により1,874百万円の支出超過と

なりました。 

  

最近の業績の動向等を踏まえ、平成21年5月11日に公表いたしました平成22年３月期の通期連結業績

予想を変更しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「通期業績予想及び期末配当予

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。 

  

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

ものと認められるため、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。

【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

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法
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法人税等の納付税額の算定に関しては、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、又は、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算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に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（会計処理の変更） 

 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３億

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、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負金

額３億円以上）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に比べ、当第３四半期連結累計期間に係る完成工事高は4,573

百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ393百万円減少してお

ります。 

 ②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

(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 7,907 5,138

受取手形・完成工事未収入金等 15,820 20,567

有価証券 20 20

未成工事支出金等 3,128 2,242

販売用不動産 708 740

材料貯蔵品 617 639

その他 3,894 4,144

貸倒引当金 △216 △236

流動資産合計 31,878 33,254

固定資産   

有形固定資産 5,735 5,458

無形固定資産 460 503

投資その他の資産   

その他 10,876 12,213

貸倒引当金 △2,443 △2,870

投資その他の資産合計 8,434 9,343

固定資産合計 14,629 15,304

資産合計 46,507 48,558

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,605 15,742

短期借入金 8,441 10,166

未払法人税等 36 112

未成工事受入金等 3,655 5,050

引当金 188 369

その他 1,708 2,171

流動負債合計 33,633 33,610

固定負債   

退職給付引当金 1,077 1,056

その他の引当金 12 13

その他 1,186 1,453

固定負債合計 2,276 2,521

負債合計 35,909 36,131
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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 5,000 5,000

資本剰余金 14,756 14,756

利益剰余金 △9,078 △7,172

自己株式 △251 △251

株主資本合計 10,427 12,333

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22 △20

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 41 16

評価・換算差額等合計 63 △4

少数株主持分 108 98

純資産合計 10,598 12,427

負債純資産合計 46,507 48,558
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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：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 39,379 41,070

兼業事業売上高 3,644 3,598

売上高合計 43,023 44,668

売上原価   

完成工事原価 35,320 38,771

兼業事業売上原価 1,782 1,701

売上原価合計 37,102 40,471

売上総利益   

完成工事総利益 4,059 2,300

兼業事業総利益 1,862 1,897

売上総利益合計 5,921 4,197

販売費及び一般管理費 11,804 5,899

営業損失（△） △5,883 △1,702

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 17 9

特許実施収入 30 34

受取賃貸料 24 33

その他 11 20

営業外収益合計 84 99

営業外費用   

支払利息 110 142

支払手数料 130 －

持分法による投資損失 360 365

その他 82 90

営業外費用合計 683 597

経常損失（△） △6,482 △2,201

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 50

移転補償金 437 21

その他 57 14

特別利益合計 495 84

特別損失   

投資有価証券評価損 219 －

投資有価証券売却損 － 53

退職給付制度終了損 636 －

その他 22 21

特別損失合計 876 75

税金等調整前四半期純損失（△） △6,863 △2,191

法人税、住民税及び事業税 47 68

法人税等調整額 199 △363

法人税等合計 246 △295

少数株主利益 2 10

四半期純損失（△） △7,111 △1,906
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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   

完成工事高 19,842 14,866

兼業事業売上高 1,369 1,739

売上高合計 21,211 16,605

売上原価   

完成工事原価 17,692 13,497

兼業事業売上原価 652 762

売上原価合計 18,344 14,259

売上総利益   

完成工事総利益 2,149 1,369

兼業事業総利益 717 978

売上総利益合計 2,867 2,346

販売費及び一般管理費 3,823 1,854

営業利益又は営業損失（△） △956 492

営業外収益   

受取利息 － 0

受取配当金 6 4

特許実施収入 4 4

受取賃貸料 8 12

持分法による投資利益 － 88

その他 1 4

営業外収益合計 19 111

営業外費用   

支払利息 44 56

支払手数料 42 －

持分法による投資損失 42 －

その他 62 20

営業外費用合計 189 75

経常利益又は経常損失（△） △1,126 528

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 13

移転補償金 － 21

その他 3 6

特別利益合計 6 41

特別損失   

投資有価証券売却損 － 52

退職給付制度終了損 △18 －

その他 10 8

特別損失合計 △7 60

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（△）

△1,113 509

法人税、住民税及び事業税 16 24

法人税等調整額 243 548

法人税等合計 259 571

少数株主利益 9 2

四半期純損失（△） △1,381 △64
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(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損失（△） △6,863 △2,191

減価償却費 428 596

のれん償却額 4,798 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73 △447

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,551 22

その他の引当金の増減額（△は減少） △336 △180

受取利息及び受取配当金 △20 △13

支払利息 110 142

支払手数料 130 －

持分法による投資損益（△は益） 360 365

投資有価証券評価損益（△は益） 219 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,880 4,748

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △6,912 △886

仕入債務の増減額（△は減少） 3,859 3,863

未成工事受入金等の増減額（△は減少） 2,953 △1,395

未払消費税等の増減額（△は減少） △688 △359

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,336 328

その他の流動負債の増減額（△は減少） 396 △187

その他の固定負債の増減額（△は減少） 1,038 △550

その他 △143 1,158

小計 395 5,014

利息及び配当金の受取額 20 26

利息の支払額 △111 △143

法人税等の支払額 △84 △155

営業活動によるキャッシュ・フロー 221 4,742

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △633 △315

有形固定資産の売却による収入 308 167

投資有価証券の取得による支出 △1 △3

投資有価証券の売却による収入 6 56

貸付けによる支出 △24 △40

貸付金の回収による収入 147 37

その他 12 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △186 △95

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） 483 △1,125

リース債務の返済による支出 － △149

長期借入金の返済による支出 △1,800 △600

配当金の支払額 △333 －

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,650 △1,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,617 2,774

現金及び現金同等物の期首残高 7,755 5,128

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,138 7,902
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

   当社グループにおける事業の状況は、以下のとおりであります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６. その他の情報

部門別受注高・売上高・繰越高（連結ベース）

（単位:百万円）

区 
分

前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間

比   較期  別
（自 平成20年 4月 1日  

  
（自 平成21年 4月 1日  

  

  至 平成20年12月31日）  至 平成21年12月31日）

部  門 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 増減率（％）

受 
注 
高

建 
設 
工 
事

土  木 23,180 51.7 20,446 47.6 △ 2,733 △ 11.8

地盤改良 17,051 38.1 17,484 40.8 433 2.5

小  計 40,230 89.8 37,930 88.4 △ 2,300 △ 5.7

ブロックその他 4,572 10.2 4,956 11.6 383 8.4

計 44,802 100.0 42,886 100.0 △ 1,917 △ 4.3

（官公庁） (20,475) (45.7) (16,849) (39.3) (△3,625) (△17.7)

（民 間） (24,328) (54.3) (26,036) (60.7) (1,709) (7.0)

売 
上 
高

建 
設 
工 
事

土    木 23,551 54.7 28,832 64.5 5,281 22.4

地盤改良 15,828 36.8 12,238 27.4 △ 3,590 △ 22.7

小  計 39,379 91.5 41,070 91.9 1,691 4.3

ブロックその他 3,644 8.5 3,598 8.1 △ 46 △ 1.3

計 43,023 100.0 44,668 100.0 1,645 3.8

（官公庁） (19,483) (45.3) (24,137) (54.0) (4,654) (23.9)

（民 間） (23,540) (54.7) (20,531) (46.0) (△3,009) (△12.8)

繰 
越 
高

建 
設 
工 
事

土  木 38,480 76.1 33,232 69.4 △ 5,248 △ 13.6

地盤改良 10,489 20.7 12,623 26.4 2,134 20.3

小  計 48,969 96.8 45,855 95.8 △ 3,114 △ 6.4

ブロックその他 1,635 3.2 2,001 4.2 366 22.4

計 50,604 100.0 47,856 100.0 △ 2,748 △ 5.4

（官公庁） (31,536) (62.3) (29,280) (61.2) (△2,256) (△7.2)

（民 間） (19,067) (37.7) (18,575) (38.8) (△492) (△2.6)
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