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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 21,613 1.0 284 ― 323 ― 125 ―
21年3月期第3四半期 21,408 ― △87 ― △95 ― △123 ―

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 11.41 ―
21年3月期第3四半期 △11.01 ―

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 21,558 5,926 27.5 540.95
21年3月期 28,293 5,873 20.8 528.49

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,926百万円 21年3月期  5,873百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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 37,000 2.1 800 2.7 700 △10.0 300 18.3 27.00
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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  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 
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、発表日現在において入手可能な情報に基づいて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。 

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 11,300,000株 21年3月期  11,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  345,190株 21年3月期  187,190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 10,992,195株 21年3月期第3四半期 11,261,559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、製造業における在庫調整の進捗や政府の経済対策の効果などに

より、一部には持ち直しの兆しが見られたものの、企業の生産活動が低水準で推移するなかで、雇用・所得環境も悪

化し、デフレ傾向が強まり、景気の二番底が懸念されるなど、依然として低迷を続けてまいりました。 

 建設業界におきましては、補正予算の執行もあって上期は堅調に推移した公共工事は、今後は不透明さを増し、一

方で住宅需要は低迷し、企業の設備投資についても抑制の動きが広がるなど民間設備投資も大幅に減少するなかで、

価格競争はさらに激しさを増し、当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しいものとなっております。 

 このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては、21,613百万円（前年同四半期比

1.0％増）となりました。損益面では、経費の削減に努めた結果、営業利益284百万円（前年同四半期は87百万円の営

業損失）、経常利益323百万円（前年同四半期は95百万円の経常損失）、四半期純利益125百万円（前年同四半期は

123百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（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、未成工事支出金等が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ 

6,734百万円減の21,558百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ1,151百万円増の4,809百

万円となりました。 

 なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ52百万円増の 5,926百万円となり、自己資本比率は27.5％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の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ 953百万円減

少し 2,079百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は2,195百万円（前年同四半期は5,142百万円の使用）となりました。これは主

に仕入債務の減少等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は166百万円（前年同四半期は486百万円の使用）となりました。これは主に定

期預金の減少による収入によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は1,075百万円（前年同四半期は3,859百万円の獲得）となりました。これは主

に借入金の増加によるものであります。 

  

 通期の業績予想につきましては、概ね当初の計画通り推移しており、平成21年５月15日に公表しました業績予想に

変更はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 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
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 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、当第３四半期連結累計期間の売上高は3,134,194千円増加し、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212,354千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

（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
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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 2,985,815 4,028,735

受取手形・完成工事未収入金等 3,764,057 4,809,943

販売用不動産 240,704 453,801

未成工事支出金 5,915,726 9,480,925

その他 684,559 1,316,546

貸倒引当金 △158,925 △198,361

流動資産合計 13,431,938 19,891,591

固定資産   

有形固定資産 4,753,278 5,171,551

無形固定資産 35,376 40,808

投資その他の資産   

その他 4,788,326 4,642,533

貸倒引当金 △1,450,002 △1,453,211

投資その他の資産計 3,338,323 3,189,322

固定資産合計 8,126,978 8,401,682

資産合計 21,558,916 28,293,274

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 4,182,902 9,304,642

短期借入金 4,382,390 3,576,848

未払法人税等 21,844 30,762

未成工事受入金 4,068,157 6,391,674

賞与引当金 1,140 4,669

完成工事補償引当金 24,973 58,181

その他 317,056 667,575

流動負債合計 12,998,465 20,034,353

固定負債   

長期借入金 427,156 81,142

退職給付引当金 1,098,978 1,126,166

入会保証預り金 1,093,302 1,163,002

その他 15,006 15,547

固定負債合計 2,634,442 2,385,858

負債合計 15,632,908 22,420,212
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 2,946,841 2,877,001

自己株式 △43,748 △23,124

株主資本合計 5,956,722 5,907,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30,714 △34,444

評価・換算差額等合計 △30,714 △34,444

純資産合計 5,926,007 5,873,061

負債純資産合計 21,558,916 28,293,274
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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 21,408,435 21,613,768

売上原価 19,972,331 20,126,815

売上総利益 1,436,104 1,486,952

販売費及び一般管理費 1,523,589 1,202,491

営業利益又は営業損失（△） △87,484 284,461

営業外収益   

受取利息 6,044 11,901

受取配当金 6,584 5,906

受取賃貸料 28,599 22,935

入会保証預り金償還益 22,150 46,740

受取保険金 － 19,700

その他 20,087 20,180

営業外収益合計 83,466 127,364

営業外費用   

支払利息 89,393 87,452

その他 2,103 1,115

営業外費用合計 91,497 88,567

経常利益又は経常損失（△） △95,516 323,258

特別利益   

固定資産売却益 － 17,942

貸倒引当金戻入額 － 33,983

役員退職慰労長期未払金債務免除益 45,076 －

その他 10,436 －

特別利益合計 55,513 51,925

特別損失   

減損損失 － 103,608

投資有価証券評価損 109,525 3,505

貸倒引当金繰入額 45,210 －

その他 276 9,401

特別損失合計 155,012 116,515

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（△）

△195,014 258,668

法人税、住民税及び事業税 21,721 28,692

法人税等調整額 △92,780 104,571

法人税等合計 △71,058 133,264

四半期純利益又は四半期純損失（△） △123,956 125,404
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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（△）

△195,014 258,668

減価償却費 108,056 97,424

減損損失 － 103,608

退職給付引当金の増減額（△は減少） △238,553 △27,188

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58,999 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △248,901 △42,644

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,394 △3,528

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 24,429 △33,208

役員退職慰労長期未払金債務免除益 △45,076 －

投資有価証券評価損益（△は益） 109,525 3,505

受取利息及び受取配当金 △12,628 △17,808

支払利息 89,393 87,452

有形固定資産売却損益（△は益） － △17,904

売上債権の増減額（△は増加） 5,396,591 1,040,121

販売用不動産の増減額（△は増加） △312,413 213,097

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,285,470 3,565,199

仕入債務の増減額（△は減少） △5,506,695 △5,121,739

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,605,132 △2,323,516

その他 △324,886 123,478

小計 △4,987,906 △2,094,983

利息及び配当金の受取額 13,671 19,475

利息の支払額 △132,882 △83,738

法人税等の支払額 △35,604 △36,322

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,142,721 △2,195,568

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △116,541 89,736

有形固定資産の取得による支出 △25,049 △45,567

有形固定資産の売却による収入 759 93,024

投資有価証券の取得による支出 △337,264 △941

投資有価証券の売却による収入 9,555 600

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 1,388 4,532

その他 △19,599 25,677

投資活動によるキャッシュ・フロー △486,751 166,562

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） 4,410,500 565,542

長期借入れによる収入 50,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △562,254 △13,986

自己株式の取得による支出 △21,855 △20,624

配当金の支払額 △17,139 △55,109

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,859,251 1,075,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,770,222 △953,183

現金及び現金同等物の期首残高 3,918,359 3,032,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,148,137 2,079,644
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 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） 

  

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） 

 （注）１.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連結損益計算書の売上高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 

  

    ２．会計処理方法の変更 

     当第３四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）  

「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期

間より、「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）を適用しております。これによ

り、建設事業で、売上高は3,134,194千円、営業利益は212,354千円それぞれ増加しております。 

  

 在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 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
（千円） 

不動産事業
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  20,934,516  264,309  209,610  21,408,435   －  21,408,435

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,413  －  －  1,413   (1,413)  －

計  20,935,930  264,309  209,610  21,409,849   (1,413)  21,408,435

営業利益又は営業損失（△）  △3,419  △72,665  △11,399  △87,484   －  △87,484

  
建設事業
（千円） 

不動産事業
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  21,161,179  268,495  184,093  21,613,768   －  21,613,768

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 790  －  －  790   (790)  －

計  21,161,969  268,495  184,093  21,614,558 (790)   21,613,768

営業利益又は営業損失（△）  318,643  △11,479  △22,702  284,461   －  284,461

建設事業 建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業 

不動産事業 自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業 

その他の事業 ゴルフ場に関する事業 

〔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
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受注高・売上高・繰越高 

受注高 

  

売上高 

  

繰越高 

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建設事業（千円） 26,088,319 18,663,117（ 28.5％減）

不動産事業（千円） 276,709 246,562（ 10.9％減）

その他の事業（千円） 209,610 184,093（ 12.2％減）

合計（千円） 26,574,638 19,093,773（ 28.2％減）

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建設事業（千円） 20,934,516 21,161,179（  1.1％増）

不動産事業（千円） 264,309 268,495（  1.6％増）

その他の事業（千円） 209,610 184,093（ 12.2％減）

合計（千円） 21,408,435 21,613,768（  1.0％増）

事業の種類別セグメントの名称 
前第３四半期連結累計期間末

（平成20年12月31日） 
当第３四半期連結累計期間末
（平成21年12月31日） 

建設事業（千円） 39,471,271 26,180,049（ 33.7％減）

不動産事業（千円） 12,400 11,650（  6.0％減）

その他の事業（千円） － －（   － ）

合計（千円） 39,483,671 26,191,699（ 33.7％減）
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