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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 3,322 20.6 187 719.8 158 ― 4 ―

22年3月期第3四半期 2,756 △9.1 22 △37.2 △5 ― △5 ―

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 226.35 ―

22年3月期第3四半期 △283.65 ―

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 5,497 2,288 41.6 113,731.22
22年3月期 5,504 2,294 41.7 114,052.94

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,288百万円 22年3月期  2,294百万円

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 ― 2,500.00 2,500.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

2,500.00 2,500.00

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 4,903 11.5 203 17.1 158 17.6 101 24.3 5,038.57



(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財務諸表レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信[添付資料]2ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 20,120株 22年3月期  20,120株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 20,120株 22年3月期3Q 20,120株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい雇用情勢や長引く円高、今後の政
策支援効果の減退などから企業収益の悪化懸念や株式市場の低迷懸念が払拭できない状況であり、国内景
気は引き続き先行き不透明な状況が続いております。  
 当社グループが属する不動産業界におきましても、住宅エコポイントや住宅ローン減税、住宅取得資金
に係る贈与税の非課税枠の拡大などの政策支援の効果はあったものの、デフレや雇用情勢・所得環境の悪
化懸念などから、需要の本格的な回復には至りませんでした。 
このような環境下、当社グループは「より良い家をより安く提供する」という経営理念の基に、地域に

密着し、高品質低価格な建売住宅を主幹事業として事業展開を図ってまいりました。  
これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）の

経営成績は、売上高3,322百万円（前年同期比20.6％増）、営業利益187百万円（前年同四半期比719.8％
増）、経常利益158百万円（前年同四半期は経常損失５百万円）、四半期純利益４百万円（前年同四半期
は四半期純損失５百万円）となりました。 
  

（資産） 
 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、5,497百万円となり前連結会計年度末に比べ７百万円
減少いたしました。 
 流動資産は、4,493百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円増加いたしました。これは、現金
及び預金が407百万円減少いたしましたが、受取手形・完成工事未収入金が171百万円、たな卸資産が268
百万円それぞれ増加したことなどによります。  
 固定資産は、1,003百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円減少いたしました。これは、建物
及び構築物が13百万円、投資有価証券が９百万円それぞれ減少したことなどによります。       
  
 （負債） 
 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、3,209百万円となり前連結会計年度末に比べ１百万
円減少いたしました。 
 流動負債は、2,379百万円となり、前連結会計年度末に比べ197百万円減少いたしました。これは、支払
手形・工事未払金が119百万円増加いたしましたが、短期借入金が18百万円、１年内返済予定の長期借入
金が215百万円、１年内償還予定の社債が65百万円、未払法人税等が40百万円それぞれ減少したことなど
によります。  
 固定負債は、829百万円となり、前連結会計年度末に比べ196百万円増加いたしました。これは、社債が
40百万円、長期借入金が155百万円それぞれ増加したことなどによります。  
  
 （純資産） 
 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,288百万円となり前連結会計年度末に比べ６百
万円減少いたしました。これは、四半期純利益４百万円の計上、その他有価証券評価差額金の増加額39百
万円、配当金の支払額50百万円などによります。  
  

現時点における今後の業績予想につきましては、平成22年５月14日に発表した数値を修正しておりませ
ん。 
  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

会計基準等の改正に伴う変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。なお、これによる損益に与える影響はありません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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   

現金及び預金 687,688 1,094,875

受取手形・完成工事未収入金 503,695 332,022

販売用不動産 1,051,155 1,133,928

仕掛販売用不動産 2,052,731 1,709,000

未成工事支出金 142,579 134,549

その他 63,432 62,065

貸倒引当金 △7,380 △4,308

流動資産合計 4,493,902 4,462,133

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 197,098 210,620

土地 476,776 476,776

その他（純額） 4,800 6,377

有形固定資産合計 678,675 693,774

無形固定資産   

のれん 11,153 11,740

電話加入権 127 127

無形固定資産合計 11,281 11,868

投資その他の資産   

投資有価証券 217,102 226,347

その他 100,832 115,297

貸倒引当金 △4,331 △4,485

投資その他の資産合計 313,603 337,159

固定資産合計 1,003,560 1,042,801

資産合計 5,497,463 5,504,935

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 478,833 359,423

短期借入金 706,700 725,000

1年内返済予定の長期借入金 854,370 1,069,730

1年内償還予定の社債 215,200 280,200

未払法人税等 24,517 64,663

賞与引当金 1,457 6,546

完成工事補償引当金 2,381 2,127

その他 96,482 69,541

流動負債合計 2,379,942 2,577,232

固定負債   

社債 463,600 422,800

長期借入金 365,648 210,158

固定負債合計 829,248 632,958

負債合計 3,209,190 3,210,190
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 578,800 578,800

資本剰余金 317,760 317,760

利益剰余金 1,418,095 1,463,841

株主資本合計 2,314,655 2,360,401

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,383 △65,656

評価・換算差額等合計 △26,383 △65,656

純資産合計 2,288,272 2,294,745

負債純資産合計 5,497,463 5,504,935

4

㈱誠建設工業（8995）平成23年3月期　第3四半期決算短信



(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 2,756,137 3,322,778

売上原価 2,404,870 2,789,624

売上総利益 351,267 533,153

販売費及び一般管理費   

役員報酬 36,594 37,186

給料及び手当 77,264 77,302

賞与引当金繰入額 923 686

法定福利費 16,311 15,804

販売手数料 17,118 27,937

広告宣伝費 37,453 40,927

租税公課 33,705 36,492

支払手数料 59,941 55,663

減価償却費 14,269 13,615

のれん償却額 587 587

その他 34,186 39,121

販売費及び一般管理費合計 328,355 345,326

営業利益 22,912 187,827

営業外収益   

受取利息 620 586

受取配当金 6,287 3,276

受取賃貸料 13,543 13,927

雑収入 2,660 1,814

営業外収益合計 23,112 19,604

営業外費用   

支払利息 38,032 38,244

支払保証料 5,720 3,958

雑支出 7,803 6,566

営業外費用合計 51,556 48,769

経常利益又は経常損失（△） △5,531 158,662

特別損失   

投資有価証券評価損 － 92,302

特別損失合計 － 92,302

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（△）

△5,531 66,360

法人税、住民税及び事業税 2,301 55,913

法人税等調整額 △2,125 5,893

法人税等合計 175 61,806

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,554

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,707 4,554
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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