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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 22,572 4.4 309 8.7 341 5.8 245 96.0
22年3月期第3四半期 21,613 1.0 284 ― 323 ― 125 ―

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

23年3月期第3四半期 22.44 ―
22年3月期第3四半期 11.41 ―

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

23年3月期第3四半期 18,185 6,288 34.6 574.04
22年3月期 21,685 6,120 28.2 558.69

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,288百万円 22年3月期  6,120百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 31,000 △3.8 560 △24.1 530 △33.6 230 △27.3 21.00



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しています。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料] Ｐ．２ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 11,300,000株 22年3月期  11,300,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  345,190株 22年3月期  345,190株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 10,954,810株 22年3月期3Q 10,992,195株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、外需ではアジア圏を中心とした輸出が増加し、内需では政府

の経済政策の効果により緩やかな景気回復の動きが見られました。しかしながら国内のデフレの長期化や急激な円

高進行及び経済対策の打ち切り等により、先行き不透明な状況が続きました。 

 こうしたなかで、建設業界におきましては、住宅関係の諸施策はあったものの、設備投資の抑制に伴う民間建設

需要の低迷や、公共投資のさらなる減少など、厳しい状況のなか推移してまいりました。 

 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 百万円（前年同四半期比

4.4％増）となりました。損益面では、営業利益 百万円（前年同四半期比8.7％増）、経常利益 百万円（前年

同四半期比5.8％増）、四半期純利益 百万円（前年同四半期比96.0％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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 

百万円減の 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 百万円減の 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 百万円増の 百万円となり、自己資本比率は ％となりま

した。 

キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

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

上債権及び未成工事支出金の減少によるものです。 

（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 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）となりました。これは主に定期

預金の減少によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）となりました。これは主に

借入金の返済によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、建築事業、土木事業及び不動産事業が堅調に推移しているため、平成22年11月

５日に公表しました数値に変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 なお平成22年12月３日開催の取締役会において、当社は当社の連結子会社である守谷建工株式会社より事業の全

部を譲受け、同社は事業譲渡後、解散することを決議いたしました。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、営業利益、経常利益は 千円、税金等調整前四半期純利益は 千円減少しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

22,572

309 341

245

3,499 18,185 1,339 2,017

168 6,288 34.6

1,761

962 2,195

59 166

1,393 1,075

２．その他の情報

2,853 23,891
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,737,634 3,169,645

受取手形・完成工事未収入金等 6,454,858 6,430,234

販売用不動産 279,258 333,417

未成工事支出金 1,306,833 2,782,727

その他 662,962 1,013,355

貸倒引当金 △144,217 △156,373

流動資産合計 11,297,329 13,573,007

固定資産   

有形固定資産 4,425,706 4,650,920

無形固定資産 35,132 34,534

投資その他の資産   

その他 3,399,648 4,709,627

貸倒引当金 △972,592 △1,282,975

投資その他の資産計 2,427,055 3,426,652

固定資産合計 6,887,894 8,112,107

資産合計 18,185,224 21,685,115

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 5,945,842 6,803,512

短期借入金 1,879,320 2,994,285

未払法人税等 19,948 47,463

未成工事受入金 1,361,980 2,401,250

賞与引当金 1,341 2,979

完成工事補償引当金 17,629 16,931

その他 352,887 736,837

流動負債合計 9,578,949 13,003,259

固定負債   

長期借入金 137,760 362,494

退職給付引当金 1,077,665 1,093,509

入会保証預り金 1,048,486 1,089,258

その他 53,813 16,256

固定負債合計 2,317,724 2,561,517

負債合計 11,896,674 15,564,777

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 3,328,840 3,137,791

自己株式 △43,748 △43,748

株主資本合計 6,338,722 6,147,672

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △50,172 △27,334

評価・換算差額等合計 △50,172 △27,334

純資産合計 6,288,549 6,120,338

負債純資産合計 18,185,224 21,685,115
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 21,613,768 22,572,366

売上原価 20,126,815 20,943,357

売上総利益 1,486,952 1,629,009

販売費及び一般管理費 1,202,491 1,319,902

営業利益 284,461 309,107

営業外収益   

受取利息 11,901 9,463

受取配当金 5,906 6,312

受取賃貸料 22,935 17,773

入会保証預り金償還益 46,740 25,860

受取保険金 19,700 －

その他 20,180 20,223

営業外収益合計 127,364 79,634

営業外費用   

支払利息 87,452 46,170

その他 1,115 710

営業外費用合計 88,567 46,881

経常利益 323,258 341,860

特別利益   

固定資産売却益 17,942 2,252

貸倒引当金戻入額 33,983 －

償却債権取立益 － 10,020

その他 － 23

特別利益合計 51,925 12,296

特別損失   

固定資産売却損 － 380

減損損失 103,608 28,681

投資有価証券評価損 3,505 2,037

貸倒引当金繰入額 － 37,003

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,038

その他 9,401 429

特別損失合計 116,515 89,570

税金等調整前四半期純利益 258,668 264,585

法人税、住民税及び事業税 28,692 18,888

法人税等調整額 104,571 △126

法人税等合計 133,264 18,762

少数株主損益調整前四半期純利益 － 245,823

四半期純利益 125,404 245,823
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 258,668 264,585

減価償却費 97,424 100,856

減損損失 103,608 28,681

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,188 △15,844

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42,644 △322,538

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,528 △1,638

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △33,208 698

投資有価証券評価損益（△は益） 3,505 2,037

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,038

受取利息及び受取配当金 △17,808 △15,776

支払利息 87,452 46,170

有形固定資産売却損益（△は益） △17,904 △1,872

売上債権の増減額（△は増加） 1,040,121 1,247,488

販売用不動産の増減額（△は増加） 213,097 141,318

未成工事支出金の増減額（△は増加） 3,565,199 1,475,894

仕入債務の増減額（△は減少） △5,121,739 △857,669

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,323,516 △1,039,270

その他 123,478 △44,476

小計 △2,094,983 1,029,683

利息及び配当金の受取額 19,475 20,321

利息の支払額 △83,738 △44,679

法人税等の支払額 △36,322 △42,411

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,195,568 962,913

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） 89,736 60,688

有形固定資産の取得による支出 △45,567 △40,086

有形固定資産の売却による収入 93,024 12,888

投資有価証券の取得による支出 △941 △975

投資有価証券の売却による収入 600 －

貸付けによる支出 △500 －

貸付金の回収による収入 4,532 3,666

その他 25,677 23,480

投資活動によるキャッシュ・フロー 166,562 59,663

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） 565,542 △1,100,637

長期借入れによる収入 600,000 －

長期借入金の返済による支出 △13,986 △239,062

自己株式の取得による支出 △20,624 －

配当金の支払額 △55,109 △54,200

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,075,823 △1,393,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △953,183 △371,322

現金及び現金同等物の期首残高 3,032,827 2,132,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,079,644 1,761,675
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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 

     前第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。 

  

 前第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので記載をしておりません。 

  

 前第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） 

 海外売上高はありませんので記載をしておりません。 

  

（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  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〕
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１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、本社に事業別の本部を置き、各本部は、取り扱う事業について国内の包括的な戦略を立案し、事業活動を展

開しております。 

 したがって、当社は、本部を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「建築事業」、「土木事業」及び

「不動産事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「建築事業」、「土木事業」は、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」は、自社開発等の

不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産に関する事業を営んでおります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

                                            （単位：千円）  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ事業であります。 

２．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

                      （単位：千円） 

※ 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

〔セグメント情報〕

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額（注）

３ 
建築事業 土木事業 不動産事業 計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
 13,178,803  7,479,012  1,735,821  22,393,636  178,729  －  22,572,366

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 2,337  8,125  －  10,462  －  △10,462  －

計  13,181,140  7,487,137  1,735,821  22,404,099  178,729  △10,462  22,572,366

セグメント利益  682,252  291,058  63,843  1,037,155  △25,027  △703,020  309,107

  当第３四半期連結累計期間 

セグメント間取引消去  116,894

全社費用※  △819,914

合計  △703,020

（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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生産、受注及び販売の状況 

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。  

  

４．補足情報

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21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

建築事業（千円）  13,156,495 14,311,466（  8.8％増）

土木事業（千円）  5,506,621 3,732,825（ 32.2％減）

不動産事業（千円）  246,562 1,704,599（591.3％増）

その他の事業（千円）  184,093 178,729（  2.9％減）

合計（千円）  19,093,773 19,927,620（  4.4％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 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

建築事業（千円）  15,763,695 13,178,803（ 16.4％減）

土木事業（千円）  5,397,483 7,479,012（ 38.6％増）

不動産事業（千円）  268,495 1,735,821（546.5％増）

その他の事業（千円）  184,093 178,729（  2.9％減）

合計（千円）  21,613,768 22,572,366（  4.4％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21年12月31日） 
当第３四半期連結累計期間末 
（平成22年12月31日） 

建築事業（千円）  18,963,430 13,719,884（ 27.7％減）

土木事業（千円）  7,216,619 3,827,104（ 47.0％減）

不動産事業（千円）  11,650 18,656（ 60.1％増）

その他の事業（千円） － －（   － ）

合計（千円）  26,191,699 17,565,645（ 32.9％減）
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