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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 2,696 ― △123 ― △155 ― △197 ―
22年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △17,359.32 ―
22年3月期第3四半期 ― ―

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 4,173 823 19.7 72,396.48
22年3月期 4,562 1,021 22.4 89,755.80

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  823百万円 22年3月期  1,021百万円

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 ― 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） 

（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 4,150 ― △120 ― △160 ― △190 ― 16,695.96



(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きの対象外であり、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いません。 

※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については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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 12,300株 22年3月期  12,300株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  920株 22年3月期  920株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,380株 22年3月期3Q  11,380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、景気回復の兆しが見られるものの、雇用状況、

所得環境の低迷から、個人消費の回復までには至りませんでした。企業においても依然として積極的

な設備投資が見られず、厳しい経済状況でありました。 

建設業界におきましては、建設市場の低迷が続き、同業者間の競争激化を背景にした受注獲得は引

き続き厳しさを増しており、経営環境は誠に厳しいものとなっておりました。 

当社グループにおきましても、京都市内の貸家新設着工件数が前年同期に比べて下回る中で、賃貸

マンション市場での厳しい営業競争を強いられております。 

このような状況のもとで、業績につきましては売上高は1,022百万円、利益面については営業損失

７百万円、経常損失18百万円、四半期純損失14百万円となりました。 

なお、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間及び第４四半期連結累計期間から四半期連結財務

諸表を作成しておりますので、前第３四半期連結会計期間の連結業績については記載しておりませ

ん。 

  

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

①資 産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.0％減少し、2,081百万円となりました。これは、完

成工事未収入金が103百万円増加しましたが、現金及び預金が322百万円、販売用不動産が41百万円

それぞれ減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.7%減少し、2,092百万円となりました。これは、有形

固定資産が４百万円、投資その他の資産が98百万円減少したことなどによります。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて8.5％減少し、4,173百万円となりました。 

  

②負 債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、1,341百万円となりました。これは、工事

未払金が16百万円、未払金が19百万円、未払法人税等が49百万円それぞれ減少したことなどにより

ます。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.9％減少し、2,007百万円となりました。これは、減少

資産除去債務が98百万円、繰延税金負債が16百万円増加しましたが、社債が55百万円、長期借入金

が172百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて5.4%減少し、3,349百万円となりました。 

  

③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて19.3％減少し、823百万円となりました。これは、利

益剰余金が197百万円減少したことによります。 

  

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
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(2) キャッシュ・フローの状況の分析 

なお、前連結会計年度の第４四半期連結会計期間及び第４四半期連結累計期間から四半期連結財

務諸表を作成しておりますので、前第３四半期連結会計期間の連結業績については記載しておりま

せん。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは168百万円の増加となりました。 

 その主な内訳は、差入保証金の減少が104百万円、仕入債務の増加が73百万円などにより資金増

加となりました。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは32百万円の減少となりました。 

 その主な内訳は、定期預金の預入による支出が32百万円、有形固定資産取得による支出が１百万

円などにより資金減少となりました。 

    

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは20百万円の減少となりました。 

 その主な内訳は、短期借入金の増加が37百万円ありましたが、長期借入れの返済が57百万円など

により資金減少となりました。 

  

  

  

平成23年３月期の通期業績予想につきましては、平成23年２月９日に発表いたしました数値から変更は

ございません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

（資産除去債務に関する会計基準） 

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、営業損失及び経常損失は4,822千円、税金等

調整前四半期純損失は26,493千円それぞれ増加しております。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98,866千円であります。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 613,313 935,604

受取手形・完成工事未収入金等 294,896 187,968

販売用不動産 854,276 895,736

未成工事支出金 35,324 54,740

仕掛販売用不動産 234,675 244,000

原材料及び貯蔵品 － 61

その他 50,730 49,303

貸倒引当金 △1,864 △1,143

流動資産合計 2,081,352 2,366,272

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,536,257 1,540,576

その他（純額） 343,380 343,621

有形固定資産計 1,879,637 1,884,197

無形固定資産 5,873 6,789

投資その他の資産

その他 214,542 313,234

貸倒引当金 △8,032 △8,032

投資その他の資産計 206,509 305,202

固定資産合計 2,092,021 2,196,188

資産合計 4,173,373 4,562,460

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 255,175 270,316

短期借入金 537,500 500,000

1年内返済予定の長期借入金 246,172 336,175

1年内償還予定の社債 110,000 110,000

未払法人税等 1,538 50,836

賞与引当金 － 10,512

工事損失引当金 8,515 －

その他 182,794 128,471

流動負債合計 1,341,696 1,406,312

固定負債

社債 705,000 760,000

長期借入金 623,954 796,528

退職給付引当金 30,398 33,622

預り保証金 474,736 484,572

資産除去債務 98,866 －

その他 74,849 60,005

固定負債合計 2,007,805 2,134,727

負債合計 3,349,501 3,541,039
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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 260,782 260,782

資本剰余金 226,282 226,282

利益剰余金 371,767 569,317

自己株式 △34,960 △34,960

株主資本合計 823,871 1,021,421

純資産合計 823,871 1,021,421

負債純資産合計 4,173,373 4,562,460
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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：千円)

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 2,696,444

売上原価 2,422,105

売上総利益 274,339

販売費及び一般管理費 397,507

営業損失（△） △123,168

営業外収益

受取利息 244

受取手数料 1,275

受取保険金 325

その他 1,060

営業外収益合計 2,905

営業外費用

支払利息 28,984

その他 6,463

営業外費用合計 35,448

経常損失（△） △155,711

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671

固定資産除却損 3,452

その他 915

特別損失合計 26,039

税金等調整前四半期純損失（△） △181,750

法人税、住民税及び事業税 1,071

法人税等調整額 14,727

法人税等合計 15,798

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △197,549

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △197,549
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

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 1,022,742

売上原価 909,657

売上総利益 113,084

販売費及び一般管理費 120,961

営業損失（△） △7,877

営業外収益

受取利息 69

受取手数料 505

その他 433

営業外収益合計 1,007

営業外費用

支払利息 9,407

その他 2,379

営業外費用合計 11,786

経常損失（△） △18,656

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －

固定資産除却損 －

店舗閉鎖損失 633

特別損失合計 633

税金等調整前四半期純損失（△） △19,289

法人税、住民税及び事業税 357

法人税等調整額 △5,531

法人税等合計 △5,174

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △14,115

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △14,115
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

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（△） △181,750

減価償却費 105,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） 721

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,223

工事損失引当金の増減額（△は減少） 8,515

受取利息及び受取配当金 △244

支払利息 28,984

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,671

固定資産除却損 3,452

売上債権の増減額（△は増加） △106,927

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,238

差入保証金の増減額（△は増加） 102,838

仕入債務の増減額（△は減少） △20,124

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,471

未成工事受入金の増減額（△は減少） 85,680

預り保証金の増減額（△は減少） △12,581

その他 △9,929

小計 54,959

利息及び配当金の受取額 203

利息の支払額 △22,304

法人税等の支払額 △50,650

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △18,868

無形固定資産の取得による支出 △746

定期預金の預入による支出 △36,338

定期預金の払戻による収入 5,000

出資金の回収による収入 1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,452

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,350,000

短期借入金の返済による支出 △1,312,500

長期借入金の返済による支出 △262,577

社債の償還による支出 △55,000

配当金の支払額 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △280,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △347,339

現金及び現金同等物の期首残高 891,754

現金及び現金同等物の四半期末残高 544,414
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該当事項はありません。 

  

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、本社に建設事業・不動産事業・不動産賃貸事業の本部を置き、それぞれについて戦略を立案

し事業活動を行っています。 

したがって、当社は、当該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」「不動産

事業」「不動産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしています。 

「建設事業」は主に集合住宅の施工、「不動産事業」は不動産売買、「不動産賃貸事業」は保有不動

産等の賃貸物件による管理業務、「その他事業」は飲食業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) 

 
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22年４月１日  至  平成22年12月31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。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
建設事業 不動産事業

不動産 
賃貸事業

その他事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,864,328 129,754 691,020 11,340 2,696,444 2,696,444

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－   － － － － －

計 1,864,328 129,754 691,020 11,340 2,696,444 2,696,444

セグメント利益又は損失(△) △17,260 △6,035 50,592 6,096 33,393 33,393

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 33,393

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 －

全社費用(注) △156,561

棚卸資産の調整額 －

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △123,168

(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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生産、受注及び販売の状況 

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

 
(注) １．金額は、工事原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．建設事業の受注高につきましては、事業環境の変化により、相手先からのキャンセルによる期首受注
残高の減額分も含みます。 

  

  

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

平和建設株式会社の業績の概況 

主要な損益情報等 

① 売上高      1,026,310千円 

② 経常損失       30,349千円 

③ 当期純損失      16,667千円 

④ 純資産額      121,139千円 

⑤ 総資産額      355,872千円 

4. 補足情報

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円)

建設事業 664,037

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

建設事業 346,984 2,021,571

不動産事業 64,208 130,000

合計 411,193 2,151,571

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円)

建設事業 729,444

不動産事業 64,208

不動産賃貸事業 227,300

その他 1,789

合計 1,022,742

(4) 主要な連結子会社の業績の概要
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