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1.  平成22年7月期第3四半期の業績（平成21年8月1日～平成22年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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7月期第3四半期 1,939 △17.5 △105 ― △113 ― △116 ―
21年7月期第3四半期 2,351 ― △262 ― △241 ― △299 ―

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7月期第3四半期 △1.51 ―
21年7月期第3四半期 △3.87 ―

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7月期第3四半期 2,893 1,641 56.7 21.18
21年7月期 3,260 1,758 53.9 22.70

（参考） 自己資本   22年7月期第3四半期  1,641百万円 21年7月期  1,758百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年7月期 ― 0.00 ―
22年7月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年7月期の業績予想（平成21年8月1日～平成22年7月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 3,100 12.5 15 ― 8 ― 6 ― 0.09
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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7月期第3四半期 77,527,498株 21年7月期  77,527,498株
② 期末自己株式数 22年7月期第3四半期  39,211株 21年7月期  39,055株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年7月期第3四半期 77,488,357株 21年7月期第3四半期 77,488,561株

※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。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢に厳しさが残るものの、企業収益は改善が続いており、

海外経済の改善や、国内的には新たな経済対策を始めとする各種施策の効果などを背景に景気の持ち直し傾向が期

待されております。 

 一方、建設業界におきましては、依然として公共投資は減少を続け、民間設備投資も住宅需要の低迷や設備投資

意欲の減退により大幅に落ち込むなど、縮小する市場での受注競争は一層激化しております。 

 このような状況の中、当社におきましては、主力の上・下水道の施工におきまして、他社との差別化を図るた

め、より一層技術力の向上及び新技術の開発を推進してまいりました。また、不動産開発部門におきましては、Ｏ

ＬＹ機材等の普及を図るため、積極的に新規顧客獲得に向け営業を展開するとともに、販売用不動産も引き続き早

期売却に向け販売促進を図ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、受注高21億27百万円（前年同期比39.8％減）、売上高

19億39百万円（前年同期比17.5％減）となりました。 

 収益面につきましては、原価低減、経費削減に努め、その結果が徐々に反映されてきておりますが、売上高の減

少に伴い、1億5百万円の営業損失となりました。 

 経常損益面につきましては、支払利息等の支払いにより、1億13百万円の経常損失となりました。  

 四半期純損益につきましては、1億16百万円の四半期純損失となりました。 

 事業の種類別概要は、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 建設事業におきましては、依然として公共投資の縮減、落札価格の低価格化が引き続いておりますが、元請受注

に注力し、受注高19億63百万円（前年同期比29.8％減）、売上高17億66百万円（前年同期比9.5％増）、完成工事

総利益1億88百万円（前年同期比498.3％増）となりました。 

（不動産事業等） 

 不動産事業等におきましては、引き続きＯＬＹ機材の拡販と販売用不動産の早期売却に努め、受注高1億64百万

円（前年同期比77.7％減）、売上高1億64百万円（前年同期比77.7％減）となり、不動産事業等総損失2百万円（前

年同期は10百万円の不動産事業等総利益）となりました。 

（その他） 

 その他の事業におきましては、投資事業において売上高8百万円、その他の売上総利益8百万円となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期会計期間末の資産の残高は28億93百万円となり、前事業年度末に比べ3億67百万円減少いたしま

した。その主な要因は、現金預金3億18百万円及び未成工事支出金1億17百万円の減少等によるものであります。

 当第３四半期会計期間末の負債の残高は12億51百万円となり、前事業年度末に比べ2億49百万円減少いたしま

した。その主な要因は、未成工事受入金1億91百万円、預り金56百万円等の減少によるものであります。 

 当第３四半期会計期間末の純資産の残高は16億41百万円となり、前事業年度末に比べ1億17百万円減少いたし

ました。その主な要因は、四半期純損失1億16百万円によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期会計期間における「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）」の四半期末残高は、第２四

半期会計期間末に比べ89百万円増加（前第３四半期会計期間末は5億98百万円増加）し11億36百万円（前第３四

半期会計期間末は12億80百万円の残高）となりました。各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次のと

おりであります。 

 ①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2億59百万円（前年同期は5億47百万円の増加）となりました。これは主に、

 税引前四半期純損失の計上、売上債権の増加、未成工事受入金の減少等によるものであります。  

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付による支出等がありましたが、主にその他の保険積立金の解約

 による収入等により4百万円（前年同期は60百万円の資金増加）の資金の増加となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長・短期借入金の返済により62百万円（前年同期は9百万円の 

 支出）の資金の支出となりました。  

通期の業績予想につきましては、平成22年3月12日に開示いたしました数値に変更はありません。   

  

簡便な会計処理  

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却費の算定方法として定率法を採用している固定資産については、事業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。 

  

 ②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しく変化がないと認められるた 

 め、前事業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。 

  

 ③たな卸資産のたな卸高の算定方法 

  当第３四半期会計期間末のたな卸高の算定につきましては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

 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り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見

 積もり、簿価切り下げを行う方法によっております。  

  

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、工期１年以上、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適用しておりましたが、第１四半期会計期間から「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１四半期会計期間に着

手した工事契約から、当第３四半期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３四半期累計期間の売上高は149,443千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純 

損失は、それぞれ6,702千円減少しております。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,136,635 1,454,927

受取手形・完成工事未収入金等 285,058 253,045

未成工事支出金 13,567 130,769

不動産事業等支出金 124,670 168,250

販売用不動産 217,879 157,145

営業投資有価証券 68,160 37,582

短期貸付金 13,900 15,000

前払費用 8,668 9,669

その他 140,889 113,740

貸倒引当金 △18,961 △12,827

流動資産合計 1,990,467 2,327,303

固定資産   

有形固定資産   

建物 839,774 839,774

減価償却累計額 △601,223 △585,138

建物（純額） 238,550 254,635

構築物 105,918 105,918

減価償却累計額 △101,750 △100,455

構築物（純額） 4,167 5,462

機械及び装置 53,367 53,367

減価償却累計額 △51,431 △50,768

機械及び装置（純額） 1,935 2,598

車両運搬具 6,661 6,661

減価償却累計額 △6,513 △6,462

車両運搬具（純額） 148 199

工具器具・備品 61,967 61,369

減価償却累計額 △59,711 △58,859

工具器具・備品（純額） 2,256 2,509

土地 393,765 404,227

有形固定資産計 640,823 669,632

無形固定資産 3,543 －

投資その他の資産   

長期貸付金 236,229 235,423

固定化営業債権 253,900 254,732

破産更生債権等 3,400 1,935

その他 129,740 135,410

貸倒引当金 △364,849 △364,168

投資その他の資産計 258,420 263,333

固定資産合計 902,787 932,965

資産合計 2,893,255 3,260,268
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 177,360 114,887

短期借入金 621,013 683,963

未払金 4,655 3,968

未払費用 53,382 50,828

未払法人税等 3,741 6,432

未成工事受入金 301,017 492,388

預り金 27,026 83,228

賞与引当金 11,877 13,488

その他 26,836 22,504

流動負債合計 1,226,910 1,471,689

固定負債   

退職給付引当金 11,710 13,493

その他 13,240 16,424

固定負債合計 24,950 29,918

負債合計 1,251,861 1,501,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,758,495 1,758,495

資本剰余金 53,475 752,254

利益剰余金 △116,775 △698,779

自己株式 △56,483 △56,481

株主資本合計 1,638,711 1,755,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,683 3,171

評価・換算差額等合計 2,683 3,171

純資産合計 1,641,394 1,758,660

負債純資産合計 2,893,255 3,260,268
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高   

完成工事高 1,612,920 1,766,018

不動産事業等売上高 738,452 164,384

その他の事業売上高 327 8,831

売上高合計 2,351,701 1,939,235

売上原価   

完成工事原価 1,581,497 1,578,007

不動産事業等売上原価 727,945 166,958

売上原価合計 2,309,442 1,744,965

売上総利益   

完成工事総利益 31,423 188,011

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

10,507 △2,573

その他の事業総利益 327 8,831

売上総利益合計 42,258 194,269

販売費及び一般管理費 304,607 300,260

営業損失（△） △262,349 △105,990

営業外収益   

不動産賃貸料 25,897 8,181

その他 19,545 7,807

営業外収益合計 45,442 15,989

営業外費用   

支払利息 15,138 13,885

雑支出 9,663 10,077

営業外費用合計 24,802 23,963

経常損失（△） △241,709 △113,964

特別利益   

未経過リース債務戻入 22,832 －

固定資産売却益 － 5,855

特別利益合計 22,832 5,855

特別損失   

貸倒引当金繰入額 16,920 5,895

減損損失 15,906 －

営業投資有価証券評価損 36,164 －

その他 9,537 300

特別損失合計 78,530 6,195

税引前四半期純損失（△） △297,408 △114,304

法人税、住民税及び事業税 2,430 2,470

法人税等合計 2,430 2,470

四半期純損失（△） △299,838 △116,775
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △297,408 △114,304

減価償却費 21,422 19,142

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,920 6,598

減損損失 15,906 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,212 △1,783

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,492 △1,611

受取利息及び受取配当金 △3,350 △2,091

支払利息 15,138 13,885

営業投資有価証券評価損 36,164 －

売上債権の増減額（△は増加） 184,533 △32,012

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 7,374 △31,404

たな卸資産の増減額（△は増加） 486,652 100,677

仕入債務の増減額（△は減少） △87,864 65,123

未成工事受入金の増減額（△は減少） 382,415 △191,370

破産更生債権等の増減額（△は増加） 607 △715

その他 △226,944 △76,176

小計 560,275 △246,043

利息及び配当金の受取額 3,350 2,091

利息の支払額 △11,623 △10,779

法人税等の支払額 △4,477 △4,985

営業活動によるキャッシュ・フロー 547,524 △259,716

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 △28,800 △11,000

貸付金の回収による収入 79,750 5,100

その他 9,854 10,277

投資活動によるキャッシュ・フロー 60,804 4,377

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △6,500 △59,350

長期借入金の返済による支出 △3,300 △3,600

その他 △0 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,800 △62,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 598,528 △318,291

現金及び現金同等物の期首残高 682,084 1,454,927

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,280,613 1,136,635
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 該当事項はありません。 

  

 平成21年10月28日に開催した第43回定時株主総会の決議により、資本準備金698,779千円を取崩し、同額をそ

の他資本剰余金に振替えております。さらに剰余金の処分として、その他資本剰余金を同額減少し、その他利益

剰余金の繰越利益剰余金へ振替を行い、繰越損失の解消を図っております。 

  

（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
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