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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）

 (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 38,618 △13.5 △  636 － △1,040 － △1,187 －

22年３月期第３四半期 44,668 3.8 △1,702 － △2,201 － △1,906 －

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 △ 7.21 －

22年３月期第３四半期 △11.58 －

 (2) 連結財政状態

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 39,198 11,584 29.2 69.69

22年３月期 45,650 12,794 27.8 77.12

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 11,462百万円 22年３月期 12,685百万円

2. 配当の状況

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 － 0.00 0.00

23年３月期 － 0.00 －

23年３月期(予想) 0.00 0.00

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)

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 58,000 △14.0 200 △64.0 300 △55.6 0 － －



  

 

 
   (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。 

・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「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】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社 (            )、除外  －社 (           )

      (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

 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 182,025,228株 22年３月期 182,025,228株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 17,539,040株 22年３月期 17,538,415株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 164,486,649株 22年３月期３Ｑ 164,487,192株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速による輸出の鈍化に加え、政府の

景気刺激策の一巡による消費の減退から、景気の回復ペースは足踏みの状態で推移しました。 

 建設業界におきましては、公共事業費の大幅な削減や民間設備投資の抑制により、受注競争が激化す

るなど、厳しい経営環境で推移しました。 

 このような環境のもと、当社グループは前年３月に発表した新中期経営計画の基本方針「急激に縮小

する市場環境に適応するため、利益率重視の経営へ転換する」に従い、競争力の高い地盤改良事業とブ

ロック事業に経営資源を集中するとともに、土木事業においては選別受注を徹底し採算改善を図るな

ど、収益力の強化に取り組んでまいりました。 

この結果、受注高は38,275百万円（前年同四半期比10.8％減）となり、売上高は38,618百万円（前年

同四半期比13.5％減）となりました。 

 なお、部門別の受注・売上・繰越高につきましては15ページに記載しております。 

 損益面につきましては、工事採算性の改善及び販売費及び一般管理費の削減により、営業損失は636

百万円（前年同四半期は1,702百万円の損失）、経常損失は1,040百万円（前年同四半期は2,201百万円

の損失）、四半期純損失は1,187百万円（前年同四半期は1,906百万円の損失）となり、前年同四半期に

比べて改善しました。 

また、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、第４四半期に完成する工事の割合が 

大きいため、第１、第２及び第３四半期と第４四半期の売上高との間に著しい相違があり、第１、第２

及び第３四半期と第４四半期の業績に季節的変動があります。 

  

①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、主に受取手形・完成工事未収入金等が減少したこ  

 と等により前連結会計年度末に比べて6,452百万円減少し、39,198百万円となりました。 

  負債は、主に支払手形・工事未払金等と借入金の減少により前連結会計年度末に比べて5,243 

 百万円減少し、27,614百万円となりました。 

   純資産は、当第３四半期連結累計期間での四半期純損失の計上もあり、前連結会計年度末に 

 比べて1,209百万円減少し、11,584百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

    当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高 

 に比べ67百万円減少し、5,125百万円（前年同四半期は7,902百万円）となりました。 

   当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少及び仕 

 入債務の増加等により3,926百万円の収入超過（前年同四半期は4,742百万円の収入超過）とな 

 りました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により48百万円の支出超過  

  （前年同四半期は95百万円の支出超過）となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により3,937百万円の支出超過（前年 

 同四半期は1,874百万円の支出超過）となりました。 

  

近の業績の動向等を踏まえ、平成22年5月14日に公表いたしました、平成23年３月期の通期連結業

績予想を変更しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご覧下さい。 

  

  

  

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
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

ものと認められるため、前連結会計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。

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

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

等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

  

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。 

 これによる影響は軽微です。 

  

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

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

 ②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

(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：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 5,131 5,197

受取手形・完成工事未収入金等 15,217 21,949

有価証券 20 20

未成工事支出金等 1,647 371

販売用不動産 667 708

材料貯蔵品 634 629

その他 1,781 1,990

貸倒引当金 △168 △238

流動資産合計 24,929 30,627

固定資産

有形固定資産 5,647 5,766

無形固定資産 372 450

投資その他の資産

投資有価証券 4,630 4,980

その他 5,833 6,190

貸倒引当金 △2,212 △2,362

投資その他の資産計 8,250 8,808

固定資産合計 14,269 15,024

資産合計 39,198 45,650

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 15,690 16,350

短期借入金 5,652 9,563

未払法人税等 42 79

未成工事受入金等 1,927 2,189

引当金 200 376

その他 1,888 1,950

流動負債合計 25,401 30,507

固定負債

長期借入金 182 －

退職給付引当金 1,169 1,061

その他の引当金 14 13

その他 848 1,276

固定負債合計 2,213 2,350

負債合計 27,614 32,857
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 14,756 14,756

利益剰余金 △8,073 △6,886

自己株式 △251 △251

株主資本合計 11,432 12,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9 29

為替換算調整勘定 39 37

評価・換算差額等合計 30 66

少数株主持分 122 109

純資産合計 11,584 12,794

負債純資産合計 39,198 45,650
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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 41,070 34,780

兼業事業売上高 3,598 3,838

売上高合計 44,668 38,618

売上原価

完成工事原価 38,771 31,740

兼業事業売上原価 1,701 2,203

売上原価合計 40,471 33,944

売上総利益

完成工事総利益 2,300 3,039

兼業事業総利益 1,897 1,635

売上総利益合計 4,197 4,674

販売費及び一般管理費 5,899 5,310

営業損失（△） △1,702 △636

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 9 9

特許実施収入 34 40

受取賃貸料 33 －

受取保険配当金 － 28

その他 20 26

営業外収益合計 99 106

営業外費用

支払利息 142 161

持分法による投資損失 365 284

その他 90 66

営業外費用合計 597 511

経常損失（△） △2,201 △1,040

特別利益

貸倒引当金戻入額 50 94

移転補償金 21 －

その他 14 25

特別利益合計 84 118

特別損失

投資有価証券売却損 53 －

特別退職金等 － 234

その他 21 46

特別損失合計 75 279
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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)

税金等調整前四半期純損失（△） △2,191 △1,201

法人税、住民税及び事業税 68 94

法人税等調整額 △363 △122

法人税等合計 △295 △28

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,173

少数株主利益 10 13

四半期純損失（△） △1,906 △1,187
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高

完成工事高 14,866 12,575

兼業事業売上高 1,739 1,573

売上高合計 16,605 14,149

売上原価

完成工事原価 13,497 11,200

兼業事業売上原価 762 921

売上原価合計 14,259 12,121

売上総利益

完成工事総利益 1,369 1,375

兼業事業総利益 978 653

売上総利益合計 2,346 2,027

販売費及び一般管理費 1,854 1,701

営業利益 492 326

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 4 4

特許実施収入 4 22

受取賃貸料 12 －

持分法による投資利益 88 －

その他 4 2

営業外収益合計 111 28

営業外費用

支払利息 56 51

持分法による投資損失 － 37

その他 20 23

営業外費用合計 75 111

経常利益 528 244

特別利益

償却債権取立益 － 2

貸倒引当金戻入額 13 －

移転補償金 21 －

その他 6 0

特別利益合計 41 2
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（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

特別損失

固定資産除却損 － 3

投資有価証券売却損 52 －

貸倒引当金繰入額 － 4

その他 8 0

特別損失合計 60 7

税金等調整前四半期純利益 509 238

法人税、住民税及び事業税 24 28

法人税等調整額 548 382

法人税等合計 571 409

少数株主損益調整前四半期純利益 － △171

少数株主利益 2 3

四半期純損失（△） △64 △174
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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損失（△） △2,191 △1,201

減価償却費 596 582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △447 △219

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 108

その他の引当金の増減額（△は減少） △180 △175

受取利息及び受取配当金 △13 △12

支払利息 142 161

持分法による投資損益（△は益） 365 284

特別退職金等 － 234

売上債権の増減額（△は増加） 4,748 6,714

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △886 △1,276

仕入債務の増減額（△は減少） 3,863 △660

未成工事受入金等の増減額（△は減少） △1,395 △262

未払消費税等の増減額（△は減少） △359 △350

その他の流動資産の増減額（△は増加） 328 281

その他の流動負債の増減額（△は減少） △187 203

その他の固定負債の増減額（△は減少） △550 △409

その他 1,158 381

小計 5,014 4,384

利息及び配当金の受取額 26 24

利息の支払額 △143 △138

法人税等の支払額 △155 △119

特別退職金等の支払額 － △224

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,742 3,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △315 △187

有形固定資産の売却による収入 167 39

投資有価証券の取得による支出 △3 △1

投資有価証券の売却による収入 56 0

会員権の償還による収入 － 47

貸付けによる支出 △40 △9

貸付金の回収による収入 37 40

その他 5 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △95 △48
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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） △1,125 △4,278

リース債務の返済による支出 △149 △193

長期借入による収入 － 550

長期借入金の返済による支出 △600 －

その他 △0 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,874 △3,937

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,774 △67

現金及び現金同等物の期首残高 5,128 5,191

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,902 5,125
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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    

    日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分等を勘案して区分しています。 

    2 各事業区分に属する主要な内容    

    建設事業:土木、その他建設工事全般に関する事業 

    ブロック事業：消波・根固ブロックの型枠賃貸に関する事業 

  機械賃貸事業:施工機械の賃貸 

    その他の事業：環境景観商品・建設資機材販売、他 

    3 会計処理基準等の変更   

    「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

期間から「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用しています。

この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第３四半期連結累計期間の建設事業の売上高が4,573百万円増

加し、営業損失が393百万円減少しています。 

  

  (事業区分の方法の変更) 

     従来、機械賃貸事業は、その他の事業に含めていましたが、当該事業区分の営業損失が、営業損失の生じ 

    ているセグメントの営業損失の合計額の10％を超えたため、当第３四半期から区分表示しました。この結 

    果、従来の方法と比較してその他事業の売上高は2,199百万円減少し、営業損失は632百万円減少していま 

    す。なお、機械賃貸事業の売上高は、第４四半期に集中するため、第１、第２及び第３四半期と第４四半期 

    の業績には季節的変動があります。 

  

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) 

全セグメントの売上高に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しています。 

    

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) 

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います。 

  

(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 
(百万円)

ブロック
事業 

(百万円)

機械賃貸
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 41,070 2,574 12 1,011 44,668 － 44,668

(2) セグメント間の内部売上
  高又は振替高

－ 62 2,186 108 2,356 (2,356) －

計 41,070 2,636 2,199 1,119 47,024 (2,356) 44,668

営業費用 42,270 2,507 2,830 1,140 48,748 (2,378) 46,370

営業利益又は営業損失（△） △ 1,200 129 △ 632 △ 21 △ 1,724   22 △ 1,702

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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) 

１．報告セグメントの概要 

   当社グループの報告セグメントは、当社及び子会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ます。 

   当社グループは、建設事業を建設本部がブロック事業をブロック環境事業本部が担当してお 

  り、また、建設本部は総合的な土木工事の施工を行う土木事業部と地盤改良工事の施工を行う  

  地盤事業部に区分されることから、「土木事業」、「地盤改良事業」、「ブロック事業」を報 

  告セグメントとしています。    

   「土木事業」は、道路、トンネル、橋梁、下水道等の陸上土木工事と港湾、埋立護岸、海岸 

  等の海上土木工事の施工を行っています。 

   「地盤改良事業」は、陸上・海上の地盤改良工事の施工、施工機械の賃貸及び関連する商品 

  の販売を行っています。 

   「ブロック事業」は、港湾・漁港・空港・河川・海岸等の護岸に使用される消波、根固ブロ 

  ック製造用の鋼製型枠の賃貸及び関連する商品・実験設備・ソフトウェア等の販売を行ってい 

  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 

 
(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、グループ内の保険、サービス 

事業等からなります。    

 2 セグメント利益の調整額73百万円には、セグメント間取引消去△33百万円、その他の調整額107百万円が含

まれています。   

 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います。    

【セグメント情報】

報告セグメント
その他
(百万円) 
(注)1

合計 
(百万円)

調整額 
(百万円) 
(注)2

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)3 

(百万円)

土木事業 
(百万円)

地盤改良
事業 

(百万円)

ブロック
事業 

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

 外部顧客に対する売上高 21,487 13,684 3,086 38,257 361 38,618 － 38,618

 セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

△ 985 1,426 20 461 380 841 △ 841 －

計 20,501 15,111 3,106 38,718 741 39,458 △ 841 38,618

セグメント利益又は損失(△) △ 373 △ 261 △ 68 △ 701 △ 8 △ 709 73 △ 636
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３．報告セグメントの変更等に関する事項 

    営業費用の配賦方法につきましては、従来、提出会社の管理部門等に係る費用は配賦不能営 

  業費用として、消去又は全社の項目に含めていましたが、第２四半期連結会計期間より合理的 

    な基準によって各セグメントに配賦を行うことといたしました。 

      この変更は、当社グループの業績管理手法の変更に即したものであり、セグメント別営業損 

  益の実態をより的確に表示するために行ったものであります。 

     この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間では、営業 

    利益は土木事業で323百万円、地盤改良事業で784百万円、及び、ブロック事業で426百万円それ 

    ぞれ減少し、消去又は全社で1,533百万円増加しています。      

  

   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21年３月21日）を適用しています。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

  

 (営業費用の配賦方法の変更)

(追加情報)

(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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 部門別受注高・売上高・繰越高（連結ベース） 

   当社グループにおける事業の状況は、以下のとおりであります。 

４. 補足情報

  （単位:百万円）

区 
分

前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間

比   較期  別
（自 平成21年 4月 1日  

  
（自 平成22年 4月 1日  

  

  至 平成21年12月31日）  至 平成22年12月31日）

部 門 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 増減率（％）

受 
注 
高

工   事 37,930 88.4 33,900 88.6 △ 4,030 △ 10.6

型枠賃貸他 4,956 11.6 4,375 11.4 △ 580 △ 11.7

計 42,886 100.0 38,275 100.0 △ 4,610 △ 10.8

売 
上 
高

工   事 41,070 91.9 34,780 90.1 △ 6,291 △ 15.3

型枠賃貸他 3,598 8.1 3,838 9.9 240 6.7

計 44,668 100.0 38,618 100.0 △ 6,050 △ 13.5

繰 
越 
高

工   事 45,855 95.8 40,347 97.4 △ 5,508 △ 12.0

型枠賃貸他 2,001 4.2 1,062 2.6 △ 939 △ 46.9

計 47,856 100.0 41,409 100.0 △ 6,447 △ 13.5
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