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1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30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12月期第３四半期 71,426 △13.9 △2 ― △10 ― △588 ―

22年12月期第３四半期 82,992 △12.0 1,827 △35.3 1,784 △21.0 1,482 ―

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12月期第３四半期 △13 18 ―
22年12月期第３四半期 33 20 ―

 (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12月期第３四半期 94,191 26,175 27.2 574 37
22年12月期 96,396 26,909 27.4 590 58

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 25,640百万円 22年12月期 26,366百万円

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12月期 ― 0 00 ― 3 00 3 00

23年12月期 ― 0 00 ―

23年12月期(予想) 3 00 3 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12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 104,000 △8.3 100 △94.1 0 △100.0 △700 ― △15 68



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

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対象外ですが、この四半期決算短信

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手続は終了しております。 

  

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って大きく異なる可能

性があります。業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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】P.２「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 (社名          )、除外  ―社 (社名          )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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12月期３Ｑ 44,940,557株 22年12月期 44,940,557株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 300,133株 22年12月期 296,486株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 44,642,223株 22年12月期３Ｑ 44,646,278株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期におきましては、前年繰越手持工事の減少及び当年度の受注工事量が当初計画を下回っ

ているため、売上高は前年同四半期累計期間比13.9％の減となりました。利益面でも売上高の減少に加

え、建築分野の前年繰越手持工事の低採算により、前年同四半期累計期間に比べ、売上総利益が低下い

たしました。また、一般管理費や有利子負債の削減により改善は見られるものの、営業・経常段階では

若干の損失を計上する結果となっております。最終損益は、第１四半期より「資産除去債務に関する会

計基準」を適用し、過年度相当額を特別損失に計上したことや、第２四半期にて計上した損害賠償損失

の発生により、四半期純損失５億円余となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、期初からの売掛債権の回収や販売用不動産の売

却を進める一方、月次の下請負代金支払の資金を確保したことなどから、流動資産は、前連結会計年度

末に比べ、５億円余の減少となりました。固定資産は、有形固定資産の売却や減価償却などにより前連

結会計年度末に比べ16億円余の減少となりました。また、負債の部におきましては、各四半期末時点

で、月次の下請負代金支払いのための買掛金が増加しますが、鋭意、有利子負債の削減を進め、借入金

は前連結会計年度末に比べ、長短合わせて46億円余減少しており、負債合計では14億円余の減少となっ

ております。 

  

通期の業績につきましては、当初より、利益において低水準との予測のもと、鋭意、工事量の確保に

努めております。しかしながら本年も引き続き、厳しい受注環境の中、当第３四半期末までの受注状況

は、当初の想定を下回る結果となっており、本年８月１２日に業績予想を修正しております。当第３四

半期間では受注状況に好転の兆しはあるものの、当期の利益面への寄与は限定的であると思われます。

なお、現在のところ、業績予想値に変更はありません。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

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しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

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。これにより、当第３四半期連結累計期間では、営業損失、経常損失

がそれぞれ９百万円、税金等調整前四半期純損失が118百万円増加しております。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212百万円であります。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「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損失」の科

目で表示しております。 

  

前第３四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示していた「損害賠償金」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することといた

しました。 

なお、前第３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「損害賠償金」は、78百万円で

あります。 

  

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

(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23年９月30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12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 22,010 12,258

受取手形・完成工事未収入金等 25,874 32,614

有価証券 20 20

販売用不動産 1,760 5,481

未成工事支出金等 4,823 4,851

不動産事業支出金 1,765 1,500

その他のたな卸資産 287 266

その他 4,196 4,634

貸倒引当金 △2,706 △3,018

流動資産合計 58,031 58,609

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 20,722 21,747

機械、運搬具及び工具器具備品 12,190 12,322

土地 16,219 16,983

その他 355 85

減価償却累計額 △24,194 △24,492

有形固定資産計 25,292 26,646

無形固定資産 895 941

投資その他の資産

投資有価証券 7,710 7,823

長期貸付金 1,047 1,094

繰延税金資産 128 166

その他 2,423 2,522

貸倒引当金 △1,338 △1,408

投資その他の資産計 9,971 10,198

固定資産合計 36,159 37,786

資産合計 94,191 96,396
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 22,431 20,736

短期借入金 26,467 30,271

未払法人税等 147 141

未成工事受入金 5,899 5,111

引当金 676 658

その他 3,044 2,632

流動負債合計 58,667 59,551

固定負債

長期借入金 1,570 2,432

繰延税金負債 102 64

再評価に係る繰延税金負債 1,592 1,620

引当金

退職給付引当金 2,728 2,703

役員退職慰労引当金 69 76

引当金計 2,798 2,780

負ののれん 525 695

その他 2,758 2,340

固定負債合計 9,348 9,934

負債合計 68,016 69,486

純資産の部

株主資本

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 5,996 5,996

利益剰余金 15,301 15,964

自己株式 △117 △115

株主資本合計 26,339 27,003

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 75 77

土地再評価差額金 △774 △714

評価・換算差額等合計 △699 △637

少数株主持分 535 543

純資産合計 26,175 26,909

負債純資産合計 94,191 96,396

㈱福田組(1899)　平成23年12月期　第３四半期決算短信

5



(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22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高

完成工事高 72,016 60,978

不動産事業売上高 5,104 5,549

その他の事業売上高 5,871 4,898

売上高合計 82,992 71,426

売上原価

完成工事原価 66,496 57,136

不動産事業売上原価 4,641 5,042

その他の事業売上原価 4,900 4,208

売上原価合計 76,037 66,387

売上総利益

完成工事総利益 5,520 3,842

不動産事業総利益 463 507

その他の事業総利益 971 690

売上総利益合計 6,955 5,039

販売費及び一般管理費 5,127 5,042

営業利益又は営業損失（△） 1,827 △2

営業外収益

受取利息 51 23

負ののれん償却額 169 179

その他 316 230

営業外収益合計 538 433

営業外費用

支払利息 448 333

その他 133 107

営業外費用合計 581 441

経常利益又は経常損失（△） 1,784 △10

特別利益

固定資産売却益 183 468

投資有価証券売却益 15 －

貸倒引当金戻入額 147 188

その他 47 6

特別利益合計 394 664

特別損失

投資有価証券評価損 223 37

減損損失 6 －

損害賠償金 － 791

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 108

その他 547 145

特別損失合計 777 1,083
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

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（△）

1,401 △428

法人税、住民税及び事業税 134 140

法人税等還付税額 △73 △21

過年度法人税等戻入額 △29 －

法人税等調整額 △93 22

法人税等合計 △61 141

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △570

少数株主利益又は少数株主損失（△） △19 17

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,482 △588
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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22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,401 △428

減価償却費 880 866

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 108

減損損失 6 －

負ののれん償却額 △169 △179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,339 △382

賞与引当金の増減額（△は減少） 222 89

工事損失引当金の増減額（△は減少） 245 △38

賠償損失引当金の増減額（△は減少） 78 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 24

その他の引当金の増減額（△は減少） 45 △31

受取利息及び受取配当金 △109 △100

支払利息 448 333

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 223 37

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 74 4

固定資産売却損益（△は益） △84 △352

持分法による投資損益（△は益） △58 5

売上債権の増減額（△は増加） 10,256 6,732

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,678 3,463

その他の資産の増減額（△は増加） 614 396

仕入債務の増減額（△は減少） 2,529 1,694

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,618 1,401

その他の負債の増減額（△は減少） △3,770 △234

その他 241 203

小計 15,766 13,606

利息及び配当金の受取額 116 103

利息の支払額 △424 △341

法人税等の支払額 △411 △86

法人税等の還付額 － 21

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,046 13,303
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

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 △120 △120

定期預金の払戻による収入 229 120

有形固定資産の取得による支出 △295 △194

有形固定資産の売却による収入 961 1,324

無形固定資産の取得による支出 △18 △14

投資有価証券の取得による支出 △15 △10

投資有価証券の売却による収入 261 47

子会社の清算による収入 － 37

子会社株式の取得による支出 △20 △19

子会社株式の売却による収入 14 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△105 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 84 74

長期貸付けによる支出 △49 △21

長期貸付金の回収による収入 210 61

その他の支出 △39 △26

その他の収入 270 45

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,368 1,304

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） △9,520 △3,181

長期借入れによる収入 2,300 －

長期借入金の返済による支出 △3,205 △1,484

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △134 △132

少数株主への配当金の支払額 △14 △15

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,591 △4,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,823 9,752

現金及び現金同等物の期首残高 16,955 12,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,779 21,907

㈱福田組(1899)　平成23年12月期　第３四半期決算短信

9



該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

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、事業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、各会社の取締役会が、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

う対象となっております。 

当社は、本社に建設事業及び不動産事業の事業本部を置き、各事業本部は、工事の受注・施工

及び不動産の購入・売却・賃貸について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セグメントから構成されており、「建設事業」及

び「不動産事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「建設事業」は、主に、当社が土木、建築の工事を受注・施工しており、また、福田道路㈱で

は、舗装の工事を受注・施工しております。「不動産事業」は、複数の会社が宅地、建物等の販

売及び賃貸をしております。 

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23年１月１日 至平成23年９月30日） 

 
(注)  「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、福祉関連事業等を含んで

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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計

建設 不動産 計

売上高

 外部顧客への売上高 65,395 5,549 70,945 481 71,426

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

96 38 135 1 136

計 65,491 5,588 71,080 482 71,562

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

68 △74 △5 88 82
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

当第３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日） 

 
(注)  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。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

特記事項はありません。 

  

（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)

利益 金額

報告セグメント計 △5

「その他」の区分の利益 88

セグメント間取引消去 0

全社費用（注） △85

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △2

(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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(単位：百万円) 

 
  

4. 補足情報

(1) 四半期個別財務諸表

① 四半期貸借対照表

当第３四半期会計期間末
  

(平成23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 
(平成22年12月31日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 12,248 6,763

  受取手形及び完成工事未収入金等 16,809 20,885

  販売用不動産 580 3,777

  未成工事支出金等 3,803 3,668

  不動産事業支出金 1,723 1,451

  その他 3,395 3,763

  貸倒引当金 △2,626 △2,842

  流動資産合計 35,934 37,466

 固定資産

  有形固定資産 10,915 11,457

  無形固定資産 47 47

  投資その他の資産 10,873 10,264

  固定資産合計 21,835 21,769

 資産合計 57,770 59,236
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(単位：百万円)

 
(注)  この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、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23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 
(平成22年12月31日)

負債の部

 流動負債

  支払手形・工事未払金等 14,453 13,495

  短期借入金 18,650 20,100

  未払法人税等 44 77

  引当金 538 595

  その他 6,357 5,663

  流動負債合計 40,043 39,932

 固定負債

  長期借入金 1,068 1,762

  退職給付引当金 1,713 1,691

  その他 1,281 1,089

  固定負債合計 4,063 4,543

 負債合計 44,107 44,475

純資産の部

 株主資本

  資本金 5,158 5,158

  資本剰余金 5,996 5,996

  利益剰余金 1,975 3,051

  自己株式 △116 △115

  株主資本合計 13,014 14,090

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 76 67

  土地再評価差額金 571 602

  評価・換算差額等合計 648 670

 純資産合計 13,662 14,760

負債純資産合計 57,770 59,236
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(単位：百万円) 

 

 
(注)  この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー

対象ではありません。 

  

② 四半期損益報告書（第３四半期累計期間）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高

 完成工事高 44,652 36,414

 不動産事業売上高 3,157 3,848

 売上高計 47,809 40,262

売上原価

 完成工事原価 41,882 35,087

 不動産事業売上原価 3,016 3,597

 売上原価計 44,898 38,684

売上総利益

 完成工事総利益 2,770 1,327

 不動産事業総利益 140 250

 売上総利益計 2,910 1,578

販売費及び一般管理費 2,361 2,069

営業利益又は営業損失（△） 549 △491

営業外収益

 受取利息 41 15

 受取配当金 69 511

 その他 43 30

 営業外収益計 155 556

営業外費用

 支払利息 261 188

 貸倒引当金繰入額 3 ―

 その他 94 76

 営業外費用計 359 265

経常利益又は経常損失（△） 344 △199

特別利益

 固定資産売却益 117 65

 貸倒引当金戻入額 196 84

 特別利益計 314 149

特別損失

 固定資産売却損 ― 107

 投資有価証券評価損 117 9

 損害賠償金 78 791

 その他 125 2

 特別損失計 321 911

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 337 △961

法人税、住民税及び事業税 10 34

法人税等調整額 △55 △23

法人税等合計 △44 10

四半期純利益又は四半期純損失（△） 382 △972
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①平成23年12月期の個別業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

 
(注) 平成23年８月12日公表時と、変更はありません。  

  

②平成23年12月期の個別受注高（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

個別受注実績 

 
(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 

  

 
(注)  （ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

個別受注予想 

 
  

(2) 個別業績予想及び四半期個別受注の概況

(％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
一株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 55,000 △15.5 △900 ― △700 ― △1,500 ― △33 38

受 注 高

23年12月期第３四半期 33,481百万円 △11.6％

22年12月期第３四半期 37,855 △14.8

(参考) 受注実績内訳 (単位：百万円、％)

区   分
平成22年12月期 

第３四半期

平成23年12月期 

第３四半期
比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

建 
  
築

官公庁 2,319 (  6.1％) 4,249 ( 12.7％) 1,930 83.2

民間 23,838 ( 63.0  ) 16,303 ( 48.7  ) △7,535 △31.6

計 26,158 ( 69.1  ) 20,553 ( 61.4  ) △5,604 △21.4

土 
  
木

官公庁 7,675 ( 20.3  ) 7,902 ( 23.6  ) 226 3.0

民間 3,486 (  9.2  ) 3,955 ( 11.8  ) 468 13.4

計 11,162 ( 29.5  ) 11,858 ( 35.4  ) 695 6.2

合 
  
計

官公庁 9,994 ( 26.4  ) 12,152 ( 36.3  ) 2,157 21.6

民間 27,325 ( 72.2  ) 20,259 ( 60.5  ) △7,066 △25.9

計 37,320 ( 98.6  ) 32,411 ( 96.8  ) △4,909 △13.2

不 動 産 事 業 534 (  1.4  ) 1,069 (  3.2  ) 534 100.0

合   計 37,855 (100    ) 33,481 (100    ) △4,374 △11.6

受 注 高

23年12月期予想 47,000百万円 △11.3％

22年12月期実績 52,983 △19.2
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