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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 89,336 △1.0 4,926 153.8 4,357 224.7 2,637 296.9
22年3月期第3四半期 90,215 △0.2 1,941 ― 1,341 ― 664 ―

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 7.59 6.55
22年3月期第3四半期 1.93 1.60

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 101,117 23,487 22.5 58.37
22年3月期 103,018 21,046 19.8 51.35

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  22,756百万円 22年3月期  20,383百万円

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 ― ― ― 0.50 0.50
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

0.50 0.50

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 125,000 △7.7 3,650 11.3 2,700 11.5 1,000 15.6 2.88



(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の手続きの対象外であります。なお、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のレビュー手続き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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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  347,696,348株 22年3月期  347,696,348株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  261,356株 22年3月期  252,836株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  347,437,923株 22年3月期3Q  345,177,924株



種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです。 

（注）平成23年３月期の配当につきましては、第二回優先株式が取得請求権行使の期間中であり、普通株式の取得請求権

が行使される可能性があることから未定とさせていただきます。 

  

  

（参考）個別業績予想 

 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）当四半期における個別業績予想の修正有無 無  

  

  

基準日  
 １株当たり配当金  

配当金総額 
期 末 年 間  

  22年３月期 

 第二回優先株式  

   円 銭

6.725

   円 銭

6.725

百万円

 66

  23年３月期 

 第二回優先株式  

       円 銭

     －

         円 銭

     －

百万円

 －

  

  

  
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 

  

通期 

  百万円   ％ 

  115,000  △7.6 

  百万円   ％

    3,300   10.3

    百万円    ％

    2,500   12.6

    百万円   ％ 

       900  19.0 

   円 銭

  2.59
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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我が国経済は、アジア地域を中心とする新興国の経済成長や、政府の消費刺激

策を受け、一部の業種においては企業業績や設備投資に改善傾向が見られたものの、急速に進行した円高や、依然と

して続くデフレ基調に加え、第３四半期に入り、消費刺激策の縮小による景気押上げ効果の減退から、回復ペースは

再び鈍化しました。 

 建設業界におきましては、公共投資予算の削減及び、円高の進行を背景とする民間設備投資の抑制など、官民双方

の需要規模縮小が更なる受注競争の激化を招き、経営環境は引き続き厳しい状況で推移しております。  

 このような状況のなか、当社グループの業績につきましては、売上高は893億円（前年同四半期比1.0％減）とな

り、利益面では完成工事利益の向上、販売費及び一般管理費の削減などから、営業利益は49億円（前年同四半期比

153.8％増）、経常利益は43億円（前年同四半期比224.7％増）、四半期純利益は26億円（前年同四半期比296.9％

増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間末の資産の部は、現金預金、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより前連結会

計年度末に比べ19億円減少した1,011億円となりました。 

  負債の部は、未成工事受入金の減少及び、長短期借入金の返済などにより前連結会計年度末に比べ43億円減少した

776億円となりました。 

 純資産の部は、四半期純利益を計上したことなどにより前連結会計年度末に比べ24億円増加した234億円となりまし

た。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動におけるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益の計上及び仕入債務の増加などにより19億円の

収入超過となりました。（前年同四半期は63億円の収入超過）  

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより3億円の支出超過になりました。（前年同

四半期は29億円の支出超過） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期・短期借入金の返済などにより33億円の支出超過となりました。（前

年同四半期は21億円の支出超過） 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は108億円となりました。（前年同四半期末

残高124億円） 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月12日に公表しました業績予想から変更しておりませ

ん。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

①簡便な会計処理 

ａ．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しております。  

ｂ．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異の発

生状況等に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用しております。  

②特有の会計処理 

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 

・会計処理基準に関する事項の変更  

ａ．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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

ｂ．企業結合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、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月

26日）、「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）、「『研究開

発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

  

２．その他の情報
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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：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 11,276 13,109

受取手形・完成工事未収入金等 36,654 37,952

未成工事支出金 7,270 4,752

販売用不動産 480 1,126

その他 9,662 9,347

貸倒引当金 △34 △26

流動資産合計 65,310 66,261

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,269 14,268

機械、運搬具及び工具器具備品 18,417 18,136

土地 23,435 23,436

建設仮勘定 52 26

減価償却累計額 △24,637 △24,065

有形固定資産計 31,538 31,802

無形固定資産 269 322

投資その他の資産   

投資有価証券 2,377 2,416

その他 1,984 2,631

貸倒引当金 △361 △416

投資その他の資産計 4,000 4,631

固定資産合計 35,807 36,756

資産合計 101,117 103,018
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 37,094 32,248

短期借入金 16,614 18,814

未成工事受入金 4,942 9,086

引当金 1,163 733

その他 5,778 7,956

流動負債合計 65,594 68,838

固定負債   

社債 － 110

長期借入金 3,613 4,552

退職給付引当金 4,566 4,346

引当金 40 18

その他 3,815 4,104

固定負債合計 12,036 13,132

負債合計 77,630 81,971

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,683 10,683

資本剰余金 2,491 2,491

利益剰余金 7,387 4,989

自己株式 △21 △20

株主資本合計 20,540 18,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61 80

土地再評価差額金 2,218 2,218

為替換算調整勘定 △64 △59

評価・換算差額等合計 2,215 2,240

少数株主持分 730 662

純資産合計 23,487 21,046

負債純資産合計 101,117 103,018
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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：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   

完成工事高 89,516 88,205

兼業事業売上高 699 1,130

売上高合計 90,215 89,336

売上原価   

完成工事原価 82,715 78,758

兼業事業売上原価 407 797

売上原価合計 83,122 79,556

売上総利益   

完成工事総利益 6,801 9,446

兼業事業総利益 291 333

売上総利益合計 7,092 9,780

販売費及び一般管理費 5,151 4,853

営業利益 1,941 4,926

営業外収益   

受取利息 22 10

受取配当金 20 33

その他 20 24

営業外収益合計 62 69

営業外費用   

支払利息 443 360

コミットメントフィー － 133

その他 218 145

営業外費用合計 662 638

経常利益 1,341 4,357

特別利益   

受取補償金 － 24

貸倒引当金戻入額 － 19

固定資産売却益 141 －

その他 64 1

特別利益合計 206 45

特別損失   

損害賠償損失引当金繰入額 － 19

投資有価証券評価損 56 10

固定資産除却損 19 －

その他 11 18

特別損失合計 87 47

税金等調整前四半期純利益 1,460 4,355

法人税、住民税及び事業税 327 287

法人税等調整額 414 1,345

法人税等合計 741 1,632

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,722

少数株主利益 54 85

四半期純利益 664 2,637
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（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 1,460 4,355

減価償却費 857 788

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △47

工事損失引当金の増減額（△は減少） 96 723

退職給付引当金の増減額（△は減少） 503 219

受取利息及び受取配当金 △42 △44

支払利息 443 360

投資有価証券評価損益（△は益） 56 10

有形固定資産売却損益（△は益） △140 △0

有形固定資産除却損 19 6

売上債権の増減額（△は増加） 10,153 1,280

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,999 △2,521

販売用不動産の増減額（△は増加） △1,587 646

仕入債務の増減額（△は減少） △2,904 4,868

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,199 △4,133

その他 2,170 △4,098

小計 6,859 2,411

利息及び配当金の受取額 34 46

利息の支払額 △345 △290

法人税等の支払額 △225 △263

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,323 1,903

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △230 △220

定期預金の払戻による収入 185 220

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

12 6

有形固定資産の取得による支出 △3,020 △341

有形固定資産の売却による収入 289 7

無形固定資産の取得による支出 △31 △35

投資有価証券の取得による支出 △39 △20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

△108 －

貸付けによる支出 △158 △61

貸付金の回収による収入 113 120

その他 △4 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,991 △318
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（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） △2,454 △1,538

長期借入れによる収入 2,175 100

長期借入金の返済による支出 △1,658 △1,698

リース債務の返済による支出 △8 △12

配当金の支払額 △250 △240

少数株主への配当金の支払額 △1 △2

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,198 △3,392

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,098 △1,832

現金及び現金同等物の期首残高 11,392 12,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,491 10,856
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該当事項はありません。  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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、営業利益の合計額に占める建設事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

【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

省略しております。 

  

【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ております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報
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【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、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は国内及び海外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、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス及び地域別のセグメントから構成されており、「国内土

木事業」、「国内建築事業」、「海外建設事業」及び「不動産事業」の４つを報告セグメントとしております。 

「国内土木事業」、「国内建築事業」は、国内においてそれぞれ土木工事・建築工事の施工等を行っております。

「海外建設事業」は、海外において土木工事、建築工事の施工等を行っております。「不動産事業」は、国内におい

て不動産の販売、賃貸等を行っております。 

  

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） 

（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、損害保険代理店業及び物品の

販売・リース事業等を含んでおります。 

２．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。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
         
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内  
土木 

国内 
建築 

海外  
建設 

不動産 計

売上高                   

外部顧客への売

上高 
55,898 22,049 10,258 1,030 89,236 100 89,336 － 89,336 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

0 26 － 97 124 46 170 △170 － 

計 55,898 22,075 10,258 1,128 89,360 146 89,507 △170 89,336 

セグメント利益 

又は損失（△） 
4,807 △362 292 199 4,936 △9 4,926 － 4,926 

（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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 四半期個別受注の概況 

  

（１）平成23年３月期第３四半期の個別受注実績（平成22年４月１日～平成22年12月31日） 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額。 

   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率。 

  

（２）受注実績内訳 

  

  

（３）平成23年３月期の個別建設受注予想 

（注）①パーセント表示は、前年実績比増減率。  

   ②不動産事業は含めておりません。 

  

４．補足情報

   受注高 

 平成23年３月期第３四半期     百万円      ％ 62,058 △14.4

 平成22年３月期第３四半期     百万円          ％ 72,501 1.6

 区   分  

       前第３四半期 

   （自  平成21. 4. 1    

    至 平成21.12.31） 

       当第３四半期     

   （自 平成22. 4. 1    

     至 平成22.12.31） 

 比較増減   

 金額（百万円） 
 構成比

（％） 
金額（百万円）

 構成比

（％） 
 金額（百万円） 

 増減率

（％） 

    国内官公庁     30,241    41.7    23,851    38.4      △6,389    △21.1

   土  国 内 民 間     5,055     7.0     3,051     4.9         △2,003  △39.6

  木 海 外     14,786    20.4      343   0.6      △14,443    △97.7

建    計     50,083    69.1    27,246    43.9    △22,837    △45.6

    国内官公庁      4,388     6.1     8,248    13.3      3,859      88.0

 設  建 国 内 民 間     16,490    22.7    24,916    40.2      8,426     51.1

  築 海 外        569     0.8     1,140     1.8        570   100.2

 事     計     21,448    29.6    34,305    55.3     12,856    59.9

    国内官公庁     34,629    47.8    32,099    51.7     △2,530   △7.3

 業  合 国 内 民 間     21,546    29.7    27,968    45.1    6,422     29.8

  計 海 外     15,356    21.2     1,483   2.4     △13,872    △90.3

     計     71,532    98.7    61,551  99.2     △9,980    △14.0

 不動産事業        969       1.3       506       0.8      △462    △47.7

 合   計     72,501     100.0    62,058  100.0     △10,442    △14.4

   通  期 

 平成23年３月期予想    百万円        ％ 107,000 △2.0

 平成22年３月期実績    百万円       ％ 109,202 △0.8
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