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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 4,669 △33.7 2 463.4 49 △8.3 17 101.3
21年3月期第3四半期 7,039 ― 0 ― 53 ― 8 ―

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

22年3月期第3四半期 2.33 ―
21年3月期第3四半期 1.16 ―

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

22年3月期第3四半期 7,199 3,490 48.5 475.45
21年3月期 8,746 3,531 40.4 480.98

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,490百万円 21年3月期  3,531百万円

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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 7.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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 8,220 △34.2 30 △81.4 85 △63.6 40 △53.8 5.45



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

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
(業績予想の適切な利用に関する説明) 
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。 
(その他特記事項) 
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」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が適用されたことに伴い、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第３四半期連結会計
期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ
いては工事完成基準を適用しております。 

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） 22年3月期第3四半期 7,500,000株 21年3月期  7,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  158,493株 21年3月期  158,493株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 7,341,507株 21年3月期第3四半期 7,341,578株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内民間需要の自律的回復力はなお弱いものの、内外におけ

る各種対策の効果などから持ち直していると言われておりますが、失業率が高水準にあるなど、引き続き予断を許

さぬ状況にあります。 

 建設事業におきましても、民間投資は企業収益が低水準で設備過剰感も強く、依然、停滞しており、公共投資も

昨年９月の政権交代以降、次第に減少するとみられています。また、運輸事業におきましても、荷動きは低位での

推移を余儀なくされ、両事業共に厳しい経営環境でありました。 

このような状況の下で、当企業グループは、建設事業の受注確保に全力を尽くしましたが、当第３四半期連結累

計期間における建設事業の受注高は、前年同期比30.6％減の54億75百万円（通期受注計画80億円に対する進捗率は

68.4％）となりました。 

 次に、売上高につきましては46億69百万円で、前年同期比33.7％減と大幅な減収となりました。これは前期から

の繰越工事が少なかったことと、当第３四半期連結累計期間内での挽回ができなかったためであります。 

一方、利益につきましては、工事原価の圧縮や経費削減などの経営努力を重ねた結果、営業利益は２百万円で前

年同期に比べ２百万円の増益、経常利益は49百万円で前年同期比４百万円の減益となりました。四半期純利益につ

いては17百万円と、前年同期に比べて８百万円の増益となり、概ね堅調に推移いたしております。  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

   

（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における総資産は、前連結会計年度末に比べ15億46百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、前期からの繰越工事を中心に仕掛工事が膨らんだことに伴い未成工事支出金が８億64百万円増加

する一方、受取債権の回収に伴い受取手形・完成工事未収入金等が３億54百万円減少、受取債権の回収以上に支

払債務の支払が進展し、併せて仕掛工事が増加することにより現金預金が21億36百万円減少したためでありま

す。 

 また、負債は15億５百万円減少し、純資産は40百万円減少いたしました。負債減少の主な要因は、仕掛工事の

増加により未成工事受入金が４億23百万円増加したものの、支払債務の支払進展に伴い支払手形・工事未払金等

が18億８百万円減少したためであります。純資産減少の主な要因は、配当金支払51百万円によるものです。  

（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（以下「資金」という。）は、12億85百万円とな

り、前連結会計年度末より21億36百万円減少いたしました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

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、20億69百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、未成工事

受入金の増加４億23百万円、売上債権の減少３億54百万円などにより資金の増加が発生する一方、仕入債務の

減少18億８百万円、未成工事支出金等の増加８億64百万円など資金の減少が発生したためであります（前第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、４億15百万円の資金の増加）。 

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、15百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、投資有価証券

の取得による支出５百万円、有形固定資産の取得による支出５百万円、無形固定資産の取得による支出２百万

円等によるものであります（前第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、１億16百万

円の資金の減少）。 

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、51百万円の資金の減少となりました。その要因は、配当金の支払額51

百万円によるものであります（前第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円

の資金の減少）。  

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

  売  上  高 営業利益又は営業損失（△） 

・建設事業 45億16百万円（対前年同期比34.2%減） △８百万円（前年同期は営業損失０百万円） 

・運輸事業 １億53百万円（対前年同期比12.9%減） 11百万円（前年同期は営業利益０百万円） 

２．連結財政状態に関する定性的情報



 平成21年10月20日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

 該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

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て、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、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・プランニングを利用する方法を採用しております。 

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。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工期２年以上かつ請負金額30億円以

上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、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」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事

契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が適用されたこと

に伴い、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間に係る売上高は609,250千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ27,273千円増加しております。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,301,979 3,438,611

受取手形・完成工事未収入金等 1,604,712 1,959,651

未成工事支出金 2,357,346 1,492,659

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 2,898 3,106

繰延税金資産 34,635 52,517

その他 165,219 43,071

貸倒引当金 △28,270 △28,170

流動資産合計 5,438,926 6,961,850

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 374,747 386,331

機械、運搬具及び工具器具備品 222,692 222,820

土地 716,707 716,707

減価償却累計額 △470,849 △459,760

有形固定資産計 843,298 866,098

無形固定資産 9,826 10,189

投資その他の資産   

投資有価証券 766,082 752,683

会員権 69,700 69,700

繰延税金資産 72,675 87,739

その他 43,341 42,084

貸倒引当金 △43,950 △43,850

投資その他の資産計 907,849 908,356

固定資産合計 1,760,975 1,784,645

資産合計 7,199,901 8,746,496



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,859,996 3,668,202

未払法人税等 4,213 42,541

未成工事受入金 1,440,604 1,017,158

完成工事補償引当金 9,000 10,000

工事損失引当金 6,700 －

賞与引当金 15,100 37,700

その他 74,351 137,291

流動負債合計 3,409,966 4,912,894

固定負債   

退職給付引当金 180,383 187,572

役員退職慰労引当金 91,430 86,065

長期預り保証金 27,589 28,824

固定負債合計 299,403 302,462

負債合計 3,709,369 5,215,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,329,462 2,363,768

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,478,869 3,513,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,662 17,963

評価・換算差額等合計 11,662 17,963

純資産合計 3,490,532 3,531,138

負債純資産合計 7,199,901 8,746,496



（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）

前第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) 

当第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) 

売上高 7,039,121 4,669,379

売上原価 6,685,091 4,328,879

売上総利益 354,030 340,499

販売費及び一般管理費 353,534 337,704

営業利益 496 2,795

営業外収益   

受取利息 7,608 12,696

受取配当金 8,323 4,357

受取賃貸料 38,845 34,789

その他 9,383 4,578

営業外収益合計 64,161 56,422

営業外費用   

賃貸費用 11,066 9,372

その他 － 696

営業外費用合計 11,066 10,069

経常利益 53,591 49,148

特別損失   

固定資産除却損 － 3,975

投資有価証券評価損 27,291 －

会員権評価損 300 －

貸倒引当金繰入額 450 100

特別損失合計 28,041 4,075

税金等調整前四半期純利益 25,549 45,073

法人税、住民税及び事業税 4,822 8,767

法人税等調整額 12,239 19,221

法人税等合計 17,061 27,988

四半期純利益 8,487 17,084



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

売上高 1,496,738 1,798,645

売上原価 1,425,415 1,708,003

売上総利益 71,322 90,641

販売費及び一般管理費 112,172 112,226

営業損失（△） △40,849 △21,585

営業外収益   

受取利息 3,567 4,173

受取配当金 2,968 1,781

受取賃貸料 12,968 11,348

その他 3,255 875

営業外収益合計 22,760 18,178

営業外費用   

賃貸費用 3,338 2,762

その他 － 231

営業外費用合計 3,338 2,993

経常損失（△） △21,428 △6,400

特別利益   

投資有価証券評価損戻入額 25,737 －

特別利益合計 25,737 －

特別損失   

固定資産除却損 － 110

投資有価証券評価損 27,291 －

貸倒引当金繰入額 － 100

特別損失合計 27,291 210

税金等調整前四半期純損失（△） △22,981 △6,610

法人税、住民税及び事業税 △59,159 △4,672

法人税等調整額 40,285 5,331

法人税等合計 △18,874 659

四半期純損失（△） △4,107 △7,269



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

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 25,549 45,073

減価償却費 31,461 26,132

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,450 200

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,000 △1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,700 6,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,500 △22,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,062 △7,189

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,493 5,364

受取利息及び受取配当金 △15,932 △17,054

売上債権の増減額（△は増加） 1,654,611 354,939

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △504,124 △864,480

仕入債務の増減額（△は減少） △942,080 △1,808,206

未成工事受入金の増減額（△は減少） 78,707 423,446

その他 57,559 △164,826

小計 339,659 △2,023,500

利息及び配当金の受取額 16,173 13,779

法人税等の支払額 △35,411 △68,006

法人税等の還付額 95,337 7,910

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,758 △2,069,816

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △200,200 －

有価証券の償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △98,901 △5,272

無形固定資産の取得による支出 － △2,980

投資有価証券の取得による支出 △11,135 △5,976

その他 △6,202 △1,279

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,439 △15,508

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △51,280 △51,306

自己株式の取得による支出 △177 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,457 △51,306

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） 247,861 △2,136,631

現金及び現金同等物の期首残高 3,369,353 3,422,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,617,214 1,285,979



 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20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第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．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1）事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築・土木その他建設工事全般に関する事業及び不動産に関する事業 

運輸事業：貨物の運送に関する事業 

２．会計処理基準等の変更 

前第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） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当企業グループは、第１四半期連結会計期間から「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）を適用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益に与え

る影響はありません。 

当第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） 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

「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」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」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用してお

ります。これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の建設事業における売

上高が609,250千円増加し、営業損失が27,273千円減少しております。 

  

 前第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）及び当第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） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  6,863,259  175,862  7,039,121  －  7,039,121

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  6,863,259  175,862  7,039,121  －  7,039,121

営業利益又は営業損失（△）  △97  593  496  －  496

  
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,516,127  153,251  4,669,379  －  4,669,379

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,516,127  153,251  4,669,379  －  4,669,379

営業利益又は営業損失（△）  △8,451  11,247  2,795  －  2,795

〔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20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第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） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                    （単位：千円、％）

  

② 売上高                                    （単位：千円、％）

  

③ 次期繰越高                                  （単位：千円、％）

６．その他の情報

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第３四半期）

当第３四半期累計期間

（平成22年３月期 

    第３四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  318  0.0  154,050 2.8  153,731  －  1,288  0.0

 民  間  6,148,179  77.9  3,013,078 55.0  △3,135,101  △51.0  8,351,223  81.2

   計  6,148,497  77.9  3,167,128 57.8  △2,981,369  △48.5  8,352,511  81.2

 土 

 木 

 官公庁    969,923  12.3  274,570 5.0  △695,353  △71.7  1,095,178  10.7

 民  間  769,420  9.8  2,034,072 37.2  1,264,651  164.4  835,245  8.1

   計  1,739,343  22.1  2,308,642 42.2  569,298  32.7  1,930,423  18.8

 計 

 官公庁  970,241  12.3  428,620 7.8  △541,621  △55.8  1,096,466  10.7

 民  間  6,917,600  87.7  5,047,150 92.2  △1,870,449  △27.0  9,186,468  89.3

   計  7,887,841  100.0  5,475,770  100.0  △2,412,071  △30.6  10,282,935  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第３四半期）

当第３四半期累計期間

（平成22年３月期 

    第３四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  4,208  0.0  149,679  3.2  145,470  －  5,178  0.1

 民  間  5,802,216  82.5  3,751,478  80.3  △2,050,737  △35.3  10,100,311  80.8

   計  5,806,424  82.5  3,901,157  83.5  △1,905,266  △32.8  10,105,489  80.9

 土 

 木 

 官公庁  54,823  0.8  137,320  2.9  82,497  150.5  121,378  0.9

 民  間  1,002,012  14.2  477,650  10.3  △524,362  △52.3  2,045,136  16.4

   計  1,056,835  15.0  614,970  13.2  △441,865  △41.8  2,166,514  17.3

 計 

 官公庁  59,031  0.8  286,999  6.1  227,967  386.2  126,556  1.0

 民  間  6,804,228  96.7  4,229,128  90.6  △2,575,099  △37.8  12,145,448  97.2

   計  6,863,259  97.5  4,516,127  96.7  △2,347,131  △34.2  12,272,004  98.2

 運輸事業  175,862  2.5  153,251  3.3  △22,610  △12.9  221,768  1.8

 合  計  7,039,121  100.0  4,669,379  100.0  △2,369,741  △33.7  12,493,773  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成21年３月期 

   第３四半期）

当第３四半期累計期間

（平成22年３月期 

    第３四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  －  －  4,371  0.0  4,371  －  －  －

 民  間  7,471,508  77.7  4,638,056  61.4  △2,833,451  △37.9  5,376,457  81.5

   計  7,471,508  77.7  4,642,427  61.4  △2,829,080  △37.9  5,376,457  81.5

 土 

 木 

 官公庁  970,000  10.1  1,165,950  15.5  195,950  20.2  1,028,700  15.6

 民  間  1,168,550  12.2  1,747,672  23.1  579,121  49.6  191,250  2.9

   計  2,138,550  22.3  2,913,622  38.6  775,071  36.2  1,219,950  18.5

 計 

 官公庁  970,000  10.1  1,170,321  15.5  200,321  20.7  1,028,700  15.6

 民  間  8,640,059  89.9  6,385,728  84.5  △2,254,330  △26.1  5,567,707  84.4

   計  9,610,059  100.0  7,556,049  100.0  △2,054,009  △21.4  6,596,407  100.0
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