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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 211,818 △15.9 1,723 △31.8 1,159 △59.8 823 △67.5

22年3月期第3四半期 252,011 △11.7 2,526 △34.6 2,884 22.5 2,536 ―

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 4.65 ―

22年3月期第3四半期 14.33 ―

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 383,587 123,458 31.3 678.23
22年3月期 384,985 126,273 31.8 691.89

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  120,026百万円 22年3月期  122,446百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

7.00 7.00

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 307,000 △6.6 3,100 15.5 2,200 △38.4 1,800 △24.2 10.17



(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  有  
（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レビュー手続の対象外でありますが、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レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る仮定を前提としています。実際の業績は、今後
の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］２ページ「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 185,213,602株 22年3月期  185,213,602株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  8,244,782株 22年3月期  8,240,640株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 176,972,000株 22年3月期3Q 176,976,080株



（参考）平成23年３月期の個別業績予想（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）個別業績予想数値の当四半期における修正有無：無 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定

を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

  

  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  260,000 △9.8 3,500 △16.3 1,800 △56.6  1,500 △39.9 8 10
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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、企業収益に改善の動きが見られましたが、厳しい雇用情勢や

デフレ状況が長引くなか、為替市場の先行きに対する不透明感もあり、景気は依然として厳しい状況で推移いたし

ました。 

 建設業界におきましては、民間住宅建設投資に一部持ち直しの兆しが見られたものの、公共投資は引き続き低調

に推移し、受注環境は厳しい状況が続きました。 

 当第３四半期の連結業績は、売上高につきましては、前年同四半期比15.9％減の2,118億円余となりました。損

益につきましては、営業利益17億円余（前年同四半期は25億円余）、経常利益11億円余（前年同四半期は28億円

余）となり、四半期純利益は８億円余（前年同四半期は25億円余）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における資産は、販売用不動産の減少などにより前連結会計年度末に比べ13億円余

減少し、3,835億円余となりました。負債は、社債等の有利子負債の増加などにより前連結会計年度末に比べ14億

円余増加し、2,601億円余となりました。また純資産は、前連結会計年度末に比べ28億円余減少し、1,234億円余と

なりました。以上の結果、純資産の額から少数株主持分を控除した自己資本の額は、1,200億円余となり、自己資

本比率は前連結会計年度末の31.8%から31.3%となりました。 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況について、営業活動によるキャッシュ・フロー

は、売上債権が46億円余増加したこと、未成工事受入金が58億円余減少したことなどにより、△95億円余となりま

した。投資活動によるキャッシュ・フローは、機械等の設備投資を16億円余行ったことなどにより、△35億円余と

なりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債100億円余を発行したことなどにより、96億円余となり

ました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ36億

円余減少し、253億円余となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年11月12日の決算発表時に公表しました業績予想からの変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 簡便な会計処理  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法については、連結会計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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

（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。 

 これに伴う営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。また、当会計

基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は軽微であります。 

  

②表示方法等の変更 

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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 25,648 29,216

受取手形・完成工事未収入金等 119,413 114,812

有価証券 － 20

販売用不動産 24,410 27,062

商品及び製品 1,108 1,497

未成工事支出金 16,813 16,084

開発事業等支出金 7,326 6,086

材料貯蔵品 786 771

その他 32,283 29,874

貸倒引当金 △1,018 △1,458

流動資産合計 226,772 223,967

固定資産   

有形固定資産 61,208 63,320

無形固定資産 959 1,338

投資その他の資産   

投資有価証券 85,336 86,832

その他 14,681 14,941

貸倒引当金 △5,370 △5,414

投資その他の資産計 94,647 96,358

固定資産合計 156,815 161,018

資産合計 383,587 384,985

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 48,091 44,563

短期借入金 59,741 62,856

1年内償還予定の社債 10,000 －

未払法人税等 241 443

未成工事受入金 19,226 25,080

工事損失引当金 1,461 1,811

その他の引当金 2,216 3,736

その他 15,802 19,195

流動負債合計 156,781 157,686

固定負債   

社債 43,976 43,876

長期借入金 33,044 30,081

退職給付引当金 16,768 16,278

その他 9,559 10,789

固定負債合計 103,348 101,025

負債合計 260,129 258,712



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,454 23,454

資本剰余金 31,709 31,709

利益剰余金 59,294 59,709

自己株式 △2,518 △2,517

株主資本合計 111,940 112,356

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,160 10,181

為替換算調整勘定 △74 △91

評価・換算差額等合計 8,086 10,089

少数株主持分 3,432 3,827

純資産合計 123,458 126,273

負債純資産合計 383,587 384,985



（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 252,011 211,818

売上原価 232,045 193,532

売上総利益 19,965 18,285

販売費及び一般管理費 17,439 16,562

営業利益 2,526 1,723

営業外収益   

受取利息 325 223

受取配当金 877 900

為替差益 233 －

持分法による投資利益 923 1,051

その他 221 297

営業外収益合計 2,581 2,473

営業外費用   

支払利息 1,822 1,768

為替差損 － 873

その他 400 395

営業外費用合計 2,223 3,037

経常利益 2,884 1,159

特別利益   

固定資産売却益 37 0

投資有価証券売却益 － 131

貸倒引当金戻入額 155 91

その他 93 18

特別利益合計 286 241

特別損失   

固定資産除却損 12 22

投資有価証券評価損 412 644

過年度工事補償引当金繰入額 239 －

その他 86 52

特別損失合計 751 719

税金等調整前四半期純利益 2,419 681

法人税、住民税及び事業税 236 147

法人税等調整額 381 42

法人税等合計 617 190

少数株主損益調整前四半期純利益 － 491

少数株主損失（△） △734 △332

四半期純利益 2,536 823



（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 2,419 681

減価償却費 4,775 3,654

減損損失 2 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,475 109

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,372 △350

退職給付引当金の増減額（△は減少） △922 489

受取利息及び受取配当金 △1,202 △1,124

支払利息 1,822 1,768

為替差損益（△は益） △574 △802

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △14 △113

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 412 668

売上債権の増減額（△は増加） 2,889 △4,600

未成工事支出金の増減額（△は増加） 13,277 △729

開発事業等支出金の増減額（△は増加） 8,516 △1,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,753 3,208

未収消費税等の増減額（△は増加） △630 △6,691

仕入債務の増減額（△は減少） △15,867 3,528

未成工事受入金の増減額（△は減少） △12,576 △5,845

その他 △1,691 △1,757

小計 △10,964 △9,144

利息及び配当金の受取額 1,424 1,518

利息の支払額 △1,698 △1,606

法人税等の支払額 △299 △286

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,538 △9,519

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 522 20

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,182 △1,606

有形及び無形固定資産の売却による収入 309 150

投資有価証券の取得による支出 △2,321 △3,117

投資有価証券の売却による収入 407 1,302

貸付けによる支出 △381 △65

貸付金の回収による収入 298 238

その他 △354 △475

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,701 △3,552



（単位：百万円）

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) 

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） 11,598 2,526

長期借入れによる収入 19,500 200

長期借入金の返済による支出 △5,760 △1,812

社債の発行による収入 5,755 10,057

社債の償還による支出 △15,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △56 △63

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,238 △1,238

少数株主への配当金の支払額 △29 －

その他 241 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,009 9,668

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112 △263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △342 △3,666

現金及び現金同等物の期首残高 28,856 29,034

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,513 25,367



 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前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）各事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

（２）各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

その他の事業：建設機械及びコンクリート二次製品の製造、販売に関する事業 

不動産の販売及び賃貸に関する事業 

サービス事業 他 

     ２．会計処理基準の変更  

            「４．その他 （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」に記 

  載のとおり、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」を適用しております。 

   これにより、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の「建設事業」の売上 

  高は12,652百万円、営業利益は1,083百万円増加しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  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） 

  全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

 の記載を省略しました。 

  

〔海外売上高〕 

 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） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しました。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建設事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高  224,794  27,217  252,011  －  252,011

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 3,492  3,019  6,511  (6,511)  －

計  228,286  30,236  258,523  (6,511)  252,011

営業利益又は営業損失（△）  4,050  △663  3,386  (859)  2,526



〔セグメント情報〕 

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、事業本部及び連結子会社等を基礎とした事業・サービス別のセグメントから構成されており、

「建築事業」、「土木事業」、「不動産事業」、「その他事業」の４つを報告セグメントとしております。

 各報告セグメントの概要は以下のとおりであります。 

  建築事業 ：建築工事の請負及びこれに付帯する事業 

  土木事業 ：土木工事の請負及びこれに付帯する事業 

  不動産事業：不動産の販売、賃貸及びこれに付帯する事業 

  その他事業：建設機械、コンクリート二次製品の製造・販売及びこれに付帯する事業  

  

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：百万円）

  （注） １．セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引118百万円が含まれております。 

      ２．セグメント利益又は損失は、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。  

  

  
建築事業 土木事業 不動産事業 その他事業 

調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高             

外部顧客への売上高  118,388  72,639  4,538  16,252  －  211,818

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 276  84  76  1,341 (1,779)  －

計  118,664  72,724  4,615  17,594 (1,779)  211,818

セグメント利益又は損失（△）  1,200  1,641  △556  △679  118  1,723

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

 （１）（参考）四半期個別貸借対照表 

                                              （単位：百万円） 

  

４．補足情報

  当第３四半期会計期間末 
（平成22年12月31日）  

前会計年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成22年３月31日）  

 資産の部     

  流動資産      

   現金預金  22,526  27,117

   受取手形・完成工事未収入金  117,237  111,534

   有価証券  －  20

   販売用不動産  13,241  15,769

   未成工事支出金  16,832  15,499

   材料貯蔵品  36  40

   その他  34,865  31,887

   貸倒引当金  △1,105  △1,601

   流動資産合計  203,635  200,268

  固定資産     

   有形固定資産  52,462  54,236

   無形固定資産  662  976

   投資その他の資産     

    投資有価証券  65,745  67,934

    その他  11,474  11,813

    貸倒引当金  △3,471  △3,547

    投資その他の資産計  73,747  76,201

   固定資産合計  126,872  131,413

  資産合計  330,507  331,682

 負債の部     

  流動負債     

   工事未払金  41,042  38,161

   短期借入金  52,285  49,876

   １年内償還予定の社債  10,000  －

   未払法人税等  196  316

   未成工事受入金  19,417  24,902

   工事損失引当金  1,309  1,801

   その他の引当金  1,813  3,105

   その他  17,486  21,898

   流動負債合計  143,550  140,061

  固定負債     

   社債  38,000  38,000

   長期借入金  28,328  29,930

   退職給付引当金    14,532  14,045

   その他  8,396  9,704

   固定負債合計  89,257  91,680

  負債合計  232,808  231,741



                                             （単位：百万円）

  

  

（注）四半期個別貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載しており 

   ますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  

  

当第３四半期会計期間末 

（平成22年12月31日）  

前会計年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年３月31日）  

 純資産の部      

  株主資本     

   資本金   23,454  23,454

   資本剰余金  31,579  31,579

   利益剰余金  34,830  35,013

   自己株式  △48  △47

   株主資本合計  89,816  90,000

  評価・換算差額等     

   その他有価証券評価差額金  7,882  9,940

   評価・換算差額等合計  7,882  9,940

  純資産合計   97,699  99,941

 負債純資産合計    330,507  331,682



 （２）（参考）四半期個別損益計算書 

                                             （単位：百万円） 

  

  

（注）四半期個別損益計算書は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載しており 

   ますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  
前第３四半期累計期間
（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  223,062  179,286

 売上原価    206,291  164,020

 売上総利益  16,770  15,265

 販売費及び一般管理費  13,183  12,558

 営業利益  3,587  2,706

 営業外収益   

  受取利息  312  222

  受取配当金  1,219  1,335

  為替差益  233  －

  その他  251  202

  営業外収益合計  2,016  1,759

 営業外費用     

  支払利息  1,618  1,591

  為替差損  －  873

  その他  248  321

  営業外費用合計  1,867  2,787

 経常利益  3,737  1,679

 特別利益   

  投資有価証券売却益  －  131

  貸倒引当金戻入額  155  112

  その他  94  18

  特別利益合計  249  262

 特別損失    

  固定資産除却損  11  17

  投資有価証券評価損  449  644

  過年度工事補償引当金繰入額  239  －

  関係会社支援損失  255  －

  その他  84  40

  特別損失合計  1,041  702

 税引前四半期純利益  2,945  1,239

 法人税等  138  126

 四半期純利益  2,806  1,112



（３）四半期個別受注の概況 

①個別受注実績 

（注）パーセント表示は、前年同四半期比増減率を示します。 

  

（参考）受注実績内訳                                （単位：百万円） 

  

    ②個別受注予想                    （単位：百万円） 

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率を示します。 

  

  受注高 

  百万円     ％ 

23年３月期第３四半期累計期間 172,267 3.3 

22年３月期第３四半期累計期間 166,763 2.1 

区 分 

前第３四半期累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31日) 

増   減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

建築事業 

国内官公庁   14,846 8.9 3,220 1.9 △11,626 △78.3 

国 内 民 間 94,717 56.8 96,671 56.1 1,953  2.1 

海 外   1,135 0.7 2,194 1.3 1,059 93.3 

(計)  (110,699) (66.4) (102,086) (59.3) (△8,613) (△7.8)

土木事業 

国内官公庁   25,318 15.2 23,711 13.8 △1,607 △6.3 

国 内 民 間   16,142 9.7 13,800 8.0 △2,341 △14.5 

海 外   14,602 8.8 32,668 19.0 18,065 123.7 

(計)  (56,064) (33.6) (70,181) (40.7) (14,116) (25.2)

合  計 

国内官公庁   40,165  24.1 26,932 15.6 △13,233 △32.9 

国 内 民 間  110,859 66.5 110,471 64.1 △388 △0.4 

海 外   15,738  9.4 34,863 20.2 19,125 121.5 

(計)  (166,763) (100.0) (172,267) (100.0) (5,503) (3.3)

  

  

  

通   期 

金 額  ％ 

23年３月期予想 

建築事業 220,000   27.0 

土木事業 113,000     12.9 

合  計 333,000     21.9 

22年３月期実績 

建築事業 173,169       5.4 

土木事業 100,111       9.7 

合  計 273,281       6.9 
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