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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 81,573 △11.8 △24 ― △1,125 ― △1,215 ―

21年3月期第3四半期 92,473 ― 856 ― △399 ― △1,741 ―

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 △2.23 ―

21年3月期第3四半期 △3.72 ―

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 95,765 16,837 17.6 △2.00

21年3月期 98,514 18,047 18.3 △7.40

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,834百万円 21年3月期  18,044百万円

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 0.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

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  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 117,000 △18.1 1,800 △47.5 300 △84.5 300 △40.1 0.51
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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）  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 

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、本資料発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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 601,094,529株 21年3月期  540,770,388株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  8,120,763株 21年3月期  7,966,126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 550,050,624株 21年3月期第3四半期 471,418,934株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、経済対策の効果等を背景に、一部で景気の持ち直し
の動きが見られるものの、自律性に乏しく、雇用情勢の一層の悪化、デフレ進行による経済活動低迷など
の景気を下押しするリスクが懸念され、依然、厳しい局面が続いております。 
国内建設市場におきましては、政府建設投資は、補正予算の一部執行中止等の影響を受け、先行きは不

透明であり、民間建設投資においても、住宅投資は、景気悪化による雇用環境の改善が見られない需要環
境の中、供給マインドの落ち込みから低水準のまま推移し、非住宅建設投資は、企業の設備投資意欲の冷
え込みが継続しており、厳しい状況となっています。 
このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は815億円（前

年同四半期連結累計期間比11.8％減）、営業損益は24百万円の損失（前年同四半期連結累計期間は８億円
の利益）、経常損益は11億円の損失（前年同四半期連結累計期間は３億円の損失）、四半期純損益は12億
円の損失（前年同四半期連結累計期間は17億円の損失）となりました。 
なお、当社グループの売上高は、下半期、特に第４四半期連結会計期間に集中する傾向があることか

ら、業績に季節的変動があります。 
  
  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が957億円となり、前連結会計年度末に比べ27億円
減少しております。 
主な増減内容は、資産については現金預金が74億円増加、受取手形・完成工事未収入金等が68億円減少

し、負債については支払手形・工事未払金等が61億円減少しております。 
純資産については168億円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比較して0.7ポイント減少し、

17.6％となりました。 
  
  

国内建設市場におきましては、公共投資の先行きが不透明であり、住宅・不動産投資及び企業設備投資
も低迷するなど、依然、厳しい状況が続いております。 
このような状況のもと、最近の業績動向を踏まえ、通期連結業績予想を次の通り修正しております。 
建築受注高の減少等により、売上高は1,170億円、営業利益は18億円となる見込みです。経常利益は支

払利息の低減等により３億円、当期純利益も３億円となる見込みです。 
  
    

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期が12ヶ月を超え、且つ請負契約高が１億円

以上の工事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いました
が、第１四半期連結会計期間より「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、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、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(工事の進捗度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います。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,291百万円増加し、営業損失、経常損失及び

税金等調整前四半期純損失はそれぞれ436百万円減少しています。 
  

【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

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

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
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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 13,309 5,825

受取手形・完成工事未収入金等 47,017 53,873

販売用不動産 1,381 1,598

未成工事支出金等 6,247 5,769

その他 7,855 10,341

貸倒引当金 △1,842 △1,974

流動資産合計 73,967 75,432

固定資産   

有形固定資産 14,331 14,575

無形固定資産 636 680

投資その他の資産   

その他 9,061 9,972

貸倒引当金 △2,239 △2,153

投資その他の資産合計 6,821 7,818

固定資産合計 21,790 23,073

繰延資産 6 7

資産合計 95,765 98,514
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（単位：百万円）

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 29,910 36,060

短期借入金 22,919 17,362

未成工事受入金 6,206 6,757

預り金 11,523 11,411

完成工事補償引当金 383 386

工事損失引当金 668 996

その他 1,116 1,403

流動負債合計 72,729 74,378

固定負債   

退職給付引当金 5,706 5,566

その他 490 522

固定負債合計 6,197 6,088

負債合計 78,927 80,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,519 5,519

資本剰余金 13,500 13,500

利益剰余金 △824 391

自己株式 △1,359 △1,355

株主資本合計 16,836 18,056

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 △9

為替換算調整勘定 △2 △2

評価・換算差額等合計 △2 △12

少数株主持分 3 3

純資産合計 16,837 18,047

負債純資産合計 95,765 98,514
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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   

完成工事高 90,999 80,503

開発事業等売上高 1,473 1,070

売上高合計 92,473 81,573

売上原価   

完成工事原価 85,662 76,411

開発事業等売上原価 991 768

売上原価合計 86,653 77,179

売上総利益   

完成工事総利益 5,337 4,091

開発事業等総利益 482 302

売上総利益合計 5,819 4,393

販売費及び一般管理費 4,963 4,417

営業利益又は営業損失（△） 856 △24

営業外収益   

受取利息 36 －

負ののれん償却額 － 26

為替差益 27 33

その他 70 68

営業外収益合計 133 128

営業外費用   

支払利息 440 434

退職給付会計基準変更時差異の処理額 448 448

その他 500 346

営業外費用合計 1,390 1,229

経常損失（△） △399 △1,125

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 57

償却債権取立益 29 －

割増退職金戻入額 47 －

その他 0 24

特別利益合計 78 81

特別損失   

投資有価証券評価損 － 79

貸倒引当金繰入額 1,253 －

その他 38 9

特別損失合計 1,291 89

税金等調整前四半期純損失（△） △1,612 △1,133

法人税、住民税及び事業税 128 82

法人税等合計 128 82

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純損失（△） △1,741 △1,215
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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損失（△） △1,612 △1,133

減価償却費 495 463

貸倒引当金の増減額（△は減少） 827 △46

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,305 △327

退職給付引当金の増減額（△は減少） △225 140

受取利息及び受取配当金 △51 △34

負ののれん償却額 △26 △26

支払利息 440 434

為替差損益（△は益） 46 3

投資有価証券評価損益（△は益） 6 79

売上債権の増減額（△は増加） 21,290 7,517

販売用不動産の増減額（△は増加） － 217

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △8,959 △478

たな卸不動産の増減額（△は増加） 332 －

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,627 1,004

未収入金の増減額（△は増加） 6,228 1,337

その他の資産の増減額（△は増加） △224 189

仕入債務の増減額（△は減少） △23,969 △6,152

未成工事受入金の増減額（△は減少） 279 △551

預り金の増減額（△は減少） △1,914 240

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,208 123

その他の負債の増減額（△は減少） △44 △115

その他 △1 3

小計 △12,220 2,890

利息及び配当金の受取額 46 19

利息の支払額 △535 △555

法人税等の支払額 △168 △172

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,878 2,180

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 60 －

有形固定資産の取得による支出 △203 △150

無形固定資産の取得による支出 △86 △98

投資有価証券の取得による支出 △59 △2

投資有価証券の売却による収入 36 1

貸付けによる支出 △12 △10

貸付金の回収による収入 85 36

その他 △0 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △181 △236
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（単位：百万円）

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) 

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） 11,339 5,551

長期借入金の返済による支出 △2,677 △7

その他 △19 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,642 5,519

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,486 7,465

現金及び現金同等物の期首残高 10,689 5,638

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,203 13,104
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該当事項はありません。 

  

  

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) 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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(注) ％表示は、対前年同四半期増減率を示している。 

  

（単位：百万円）

 
(注) （ ）内の％表示は、構成比率を示している。 

  

 
(注) ％表示は、対前期増減率を示している。 

  

当第３四半期累計期間の個別受注実績については、土木事業は、前年同四半期累計期間比で7.2％の
減少となりました。建築事業は、民間工事が住宅・不動産市場の停滞や企業の設備投資の抑制など、厳
しい市場環境のあおりを受け、前年同四半期累計期間比で32.9％の減少となりました。 
通期の個別受注予想については、建築事業における民間工事の減少を織り込み、1,210億円と修正し

ております。 

  

６. 四半期個別受注の概況

(1) 個別受注実績

受注高

平成22年３月期第３四半期累計期間 71,953百万円 △ 20.1％

平成21年３月期第３四半期累計期間 90,052百万円 △ 4.0％

（参考）個別受注実績内訳

区      分

前第３四半期累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日)

比較増減 増減率

建
設
事
業

土
木

国内官公庁 27,519 (  30.6%) 30,028 (  41.7%) 2,509 9.1%

国内民間 13,283 (  14.7%) 6,501 (   9.0%) △  6,781 △ 51.1%

海 外 3,475 (   3.9%) 4,561 (   6.4%) 1,086 31.3%

計 44,277 (  49.2%) 41,092 (  57.1%) △  3,185 △ 7.2%

建
築

国内官公庁 12,490 (  13.9%) 13,500 (  18.8%) 1,009 8.1%

国内民間 30,863 (  34.3%) 15,386 (  21.4%) △ 15,476 △ 50.1%

海 外 1,119 (   1.2%) 976 (   1.3%) △    143 △ 12.8%

計 44,473 (  49.4%) 29,862 (  41.5%) △ 14,610 △ 32.9%

合
計

国内官公庁 40,010 (  44.5%) 43,528 (  60.5%) 3,518 8.8%

国内民間 44,146 (  49.0%) 21,887 (  30.4%) △ 22,258 △ 50.4%

海 外 4,594 (   5.1%) 5,538 (   7.7%) 943 20.5%

計 88,750 (  98.6%) 70,955 (  98.6%) △ 17,795 △ 20.1%

開発事業等 1,301 (   1.4%) 998 (   1.4%)  △    302 △ 23.2%

合計 90,052 ( 100.0%) 71,953 ( 100.0%) △ 18,098 △ 20.1%

(2) 個別受注予想

受注高

平成22年３月期通期予想 121,000百万円 △ 12.4％

平成21年３月期通期実績 138,166百万円 △ 11.2％

［個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報］
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