
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東急建設株式会社 上場取引所 東 

コード番号 1720 URL http://const.tokyu.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 市川 正美

問合せ先責任者 （役職名） 財務部長 （氏名） 中村 伸之 TEL 03-5466-5061

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 170,912 ― 1,345 ― 952 ― △7,883 ―

20年3月期第3四半期 197,238 2.2 2,213 △21.4 2,158 5.6 △446 ―

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

21年3月期第3四半期 △73.85 ―

20年3月期第3四半期 △4.19 ―

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

21年3月期第3四半期 157,111 21,488 13.7 201.06
20年3月期 174,321 31,021 17.8 290.36

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  21,463百万円 20年3月期  30,996百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 258,000 △14.9 3,400 △39.6 3,100 △41.9 △5,600 ― △52.46

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  無  

(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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年11月12日に公表いたしました業績予想は、本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
２．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仮定等については、２ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期 106,761,205株 20年3月期 106,761,205株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 10,826株 20年3月期 10,074株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 106,750,799株 20年3月期第3四半期 106,751,798株
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 定性的情報・財務諸表等 
      

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、世界的な景気後退を背景とした外需の減少、消費者心理の冷え込み等

による内需の停滞の影響で企業収益が大幅に減少する等、景気の悪化が顕著となりました。また、企業の設備や雇用の過剰感が

高まっており、投資活動の縮小や雇用情勢の急速な悪化もみられました。不動産業界では信用収縮が進み、新興デベロッパー

の破綻が相次ぐなど業況悪化が顕著となりました。 
  建設業界におきましては、改正建築基準法施行の影響がほぼ収束したものの、官公庁工事が引き続き低調に推移したほか、

民間では設備投資意欲が減退し、住宅も新規着工戸数が軟調に推移する等、受注環境は極めて厳しい状況となりました。 
  このような情勢下におきまして当社グループは、「中期経営計画（2008－2010年度）」で「現場第一主義」、「目標に対する執念」、

「管理から協働への変革」を掲げ、強固な収益基盤の確立に向け、全社一体での建設コスト削減に取り組んでおります。 
当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は170,912百万円、営業利益は1,345百万円、経常利益は952百万円を計上いた

しましたものの、特別損失に貸倒引当金繰入額や投資有価証券評価損の計上を行ったことや、税金費用等を加味した結果、

7,883百万円の四半期純損失となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

（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資産の部は、未成工事支出金が増加した一方、売上債権の回収が進んだ結果、受取手形・

完成工事未収入金等が33,526百万円減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末と比較して17,210百万円減少し、

157,111百万円となりました。 

負債の部につきましては、短期及び長期借入金が39,765百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等の仕入債務が

40,651百万円減少したことや期限の到来した新株予約権付社債の償還を行ったこと等により、前連結会計年度末と比較して

7,677百万円減少し、135,623百万円となりました。 

純資産の部につきましては、四半期純損失7,883百万円の計上や剰余金の配当を行ったこと等により、前連結会計年度末と

比較して9,533百万円減少し、21,488百万円となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、仕入債務の減少や不動産事業に係る立替金の増加等による資金減少要因

等により、32,286百万円の資金減少、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形及び無形固定資産の取得や投資

有価証券の取得による支出があったものの、有価証券の償還や子会社株式の売却による収入等により、262百万円の資金増加

となりました。財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、新株予約権付社債の償還による支出や配当金の支払等があっ

たものの、短期及び長期借入金による収入により32,931百万円の資金増加となり、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現

金同等物は12,116百万円となりました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年11月12日に公表しました業績予想を修正しております。 

前回予想との差異等、業績予想に関する事項の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」をご参照ください。 
わが国経済の今後の見通しについては、企業収益の悪化から景気の一層の下振れ懸念もあり、予断を許さない状況が続くと

思われ、建設業界においても、公共投資の縮減や民間設備投資の減少等により建設投資の更なる縮小が予測される等、極めて

厳しい経営環境が続くと思われます。 

当社グループといたしましては、急激な経営環境の変化に柔軟に対応し、安定性ある経営と企業価値の最大化を実現するた

め、組織運営の効率化や工事原価の低減等に取り組み、業績向上に邁進するとともに、全役職員が内部統制システムの厳格運

用によるコンプライアンス経営の推進に不断の努力を重ねる所存です。 
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４． その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    該当する事項はありません。 

 

（２）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 

 該当する事項はありません。 

 

（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  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 
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5. 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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 12,116 11,281

受取手形・完成工事未収入金等 61,752 95,279

有価証券 － 400

未成工事支出金 22,629 15,323

不動産事業支出金 2,109 1,805

材料貯蔵品 85 196

販売用不動産 1,951 1,994

繰延税金資産 2,367 3,905

その他 19,251 6,216

貸倒引当金 △1,314 △191

流動資産合計 120,950 136,211

固定資産   

有形固定資産 12,000 12,171

無形固定資産 117 90

投資その他の資産   

投資有価証券 12,929 14,621

長期貸付金 1,035 1,109

繰延税金資産 5,546 7,096

その他 7,220 3,492

貸倒引当金 △2,689 △470

投資その他の資産合計 24,043 25,848

固定資産合計 36,161 38,110

資産合計 157,111 174,321

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 63,436 104,087

短期借入金 37,465 －

1年内償還予定の社債 － 6,300

未払法人税等 249 280

未成工事受入金等 19,502 16,072

完成工事補償引当金 879 988

工事損失引当金 119 404

賞与引当金 715 1,507

預り金 6,295 7,418

その他 1,183 1,051

流動負債合計 129,847 138,111

固定負債   

長期借入金 2,300 －

退職給付引当金 3,277 4,993

長期預り保証金 197 195

固定負債合計 5,775 5,189

負債合計 135,623 143,300
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,354 16,354

資本剰余金 3,893 3,893

利益剰余金 1,539 9,926

自己株式 △37 △38

株主資本合計 21,749 30,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △316 654

為替換算調整勘定 30 204

評価・換算差額等合計 △285 859

少数株主持分 24 25

純資産合計 21,488 31,021

負債純資産合計 157,111 174,321

東急建設株式会社(1720)平成21年3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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 168,855

不動産事業等売上高 2,057

売上高合計 170,912

売上原価  

完成工事原価 158,037

不動産事業等売上原価 1,545

売上原価合計 159,583

売上総利益  

完成工事総利益 10,818

不動産事業等総利益 511

売上総利益合計 11,329

販売費及び一般管理費 9,984

営業利益 1,345

営業外収益  

受取利息 34

受取配当金 131

その他 113

営業外収益合計 278

営業外費用  

支払利息 196

訴訟関連費用 142

持分法による投資損失 25

その他 308

営業外費用合計 672

経常利益 952

特別利益  

関係会社株式売却益 80

特別利益合計 80

特別損失  

投資有価証券評価損 459

貸倒引当金繰入額 4,909

特別損失合計 5,369

税金等調整前四半期純損失（△） △4,336

法人税、住民税及び事業税 132

法人税等調整額 3,414

法人税等合計 3,546

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △7,883
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 50,061

不動産事業等売上高 128

売上高合計 50,190

売上原価  

完成工事原価 46,395

不動産事業等売上原価 73

売上原価合計 46,469

売上総利益  

完成工事総利益 3,666

不動産事業等総利益 54

売上総利益合計 3,720

販売費及び一般管理費 2,969

営業利益 751

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 46

その他 28

営業外収益合計 77

営業外費用  

支払利息 95

為替差損 104

持分法による投資損失 104

その他 73

営業外費用合計 378

経常利益 450

特別損失  

投資有価証券評価損 274

貸倒引当金繰入額 1,207

特別損失合計 1,481

税金等調整前四半期純損失（△） △1,031

法人税、住民税及び事業税 44

法人税等調整額 3

法人税等合計 47

少数株主利益 1

四半期純損失（△） △1,080
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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（△） △4,336

減価償却費 286

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,341

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,715

持分法による投資損益（△は益） 25

受取利息及び受取配当金 △165

支払利息 196

売上債権の増減額（△は増加） 33,526

未成工事支出金の増減額（△は増加） △7,305

たな卸資産の増減額（△は増加） △150

未収入金の増減額（△は増加） 1,317

立替金の増減額（△は増加） △13,936

破産更生債権等の増減額（△は増加） △3,878

仕入債務の増減額（△は減少） △40,651

未払金の増減額（△は減少） △250

未成工事受入金等の増減額（△は減少） 3,430

預り金の増減額（△は減少） △1,123

その他 △729

小計 △32,120

利息及び配当金の受取額 222

利息の支払額 △198

法人税等の支払額 △190

営業活動によるキャッシュ・フロー △32,286

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 △200

有価証券の償還による収入 400

投資有価証券の取得による支出 △102

投資有価証券の売却による収入 55

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

110

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 262

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） 37,465

長期借入れによる収入 2,300

社債の償還による支出 △6,300

配当金の支払額 △533

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 834

現金及び現金同等物の期首残高 11,281

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,116
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当する事項はありません。 
 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当する事項はありません。 

 

「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表 
 （１）（要約）四半期連結損益計算書 
 

前年同四半期 
（平成20年３月期第３四半期） 

               

科  目 

 
金額 
(百万円) 

 

Ⅰ 売上高          197,238  

     完成工事高          194,488  

     不動産事業等売上高             2,750  

   

Ⅱ 売上原価            185,057  

     完成工事原価            182,979  

     不動産事業等売上原価            2,077  

   

売上総利益           12,181  

完成工事総利益           11,509  

不動産事業等総利益              672  

   

Ⅲ 販売費及び一般管理費            9,968  

営業利益             2,213  

Ⅳ 営業外収益              276  

受取利息及び受取配当金              167  

持分法による投資利益                      48  

その他                60  

Ⅴ 営業外費用              331  

支払利息              124  

その他            206  

経常利益                2,158     

Ⅵ 特別利益              101  

税金等調整前四半期純利益             2,259  

法人税、住民税及び事業税              251  

法人税等調整額            2,448  

少数株主利益              6  

四半期純損失              446  
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  
 

前年同四半期 
（平成20年３月期第３四半期） 

区分 
金額 

(百万円) 

Ⅰ 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             2,259  

    減価償却費              312  

    受取利息及び受取配当金            △167  

    支払利息             124  

    売上債権の増減額(増加：△)            27,084  

    未成工事支出金の増減額(増加：△)           △5,560  

    たな卸資産の増減額(増加：△)          △4,684  

    仕入債務の増減額(減少：△)           △22,864  

    未成工事受入金等の増減額(減少：△)          △3,327  

    その他          △6,562  

    小計          △13,385  

    利息及び配当金の受取額             207  

    利息の支払額            △130  

    法人税等の支払額            △228  

    営業活動によるキャッシュ・フロー           △13,536  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

    有形・無形固定資産の取得による支出             △164  

    投資有価証券の取得による支出          △79  

       貸付けによる支出          △23  

    その他                   21  

    投資活動によるキャッシュ・フロー            △245  

Ⅲ 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（減少：△）         12,000  

社債の償還による支出            △6,767  

    配当金の支払          △1,067  

    その他             △0  

    財務活動によるキャッシュ・フロー                 4,164  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額                    11  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)            △9,604  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高                16,012  

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額           9   

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高                 6,418  
   

                         

東急建設株式会社(1720)平成21年3月期 第3四半期決算短信

10



 
 

 

６．その他の情報 

 

四半期個別受注の概況（建設事業） 

 

 

(１）個別受注実績 

 受注高 
   百万円        ％ 

平成 21 年３月期第３四半期累計期間 194,952     △20.8 

平成 20 年３月期第３四半期累計期間 161,332     △11.1 

(注）％表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

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

区 分 
平成 20 年３月期 

第３四半期累計期間 
平成 21 年３月期 

第３四半期累計期間 
比較増減 増減率 

国 内 官 公 庁        3,495（   2.2％）        2,159（  1.1％） △1,335 △38.2％  

国 内 民 間 129,551（ 80.3％） 160,794（ 82.5％） 31,243 24.1  

海    外      280（  0.1％）      577（  0.3％） 297 105.9  

建 
 

築 
計 133,326（ 82.6％） 163,532（ 83.9％） 30,205 22.7  

国 内 官 公 庁       6,491（  4.0％）       9,248（  4.8％） 2,757  42.5 

国 内 民 間 21,233（ 13.2％） 22,114（ 11.3％） 880 4.1 

海    外 281（   0.2％） 56（   0.0％） △224 △79.8  

土 
 

木 
計 28,005（ 17.4％） 31,419（ 16.1％） 3,414 12.2  

国 内 官 公 庁 9,986（  6.2％） 11,408（  5.9％） 1,422 14.2  

国 内 民 間 150,784（ 93.5％） 182,908（ 93.8％） 32,124 21.3  

海    外 561（  0.3％） 634（  0.3％） 72 13.0   

合 
 

計 
計     161,332（ 100.0％）     194,952（ 100.0％） 33,619 20.8 

(注)( )内の％表示は、構成比率を示しております。 

   

 

(２)個別受注予想 

 通期 
  百万円         ％ 

平成 21 年３月期予想 280,000      △1.4 

平成 20 年３月期実績 283,867      △3.2 

(注)％表示は、対前期増減率を示しております。 

 

[個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等]  

個別受注実績につきましては、前年同四半期に比べて、建築工事が22.7％増、土木工事が12.2％増、全体としては20.8％増

の194,952百万円となりました。 

通期の個別受注予想につきましては、景気悪化が加速する中、民間企業による設備投資意欲が減退しており、平成20年11月

12日に公表いたしました予想から変更しております。 
 

 
 
 
 

           

東急建設株式会社(1720)平成21年3月期 第3四半期決算短信

11




