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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 113,789 △1.3 1,697 ― 1,650 ― 1,951 ―
21年3月期第3四半期 115,292 ― △1,745 ― △1,804 ― △2,163 ―

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 27.14 ―
21年3月期第3四半期 △30.09 ―

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 198,630 33,371 16.8 464.19
21年3月期 202,560 29,549 14.6 411.00

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  33,371百万円 21年3月期  29,549百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
5.00 5.00

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 190,200 △7.8 1,500 44.3 1,200 14.7 1,000 123.3 13.91



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） 

(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 
 上記の予想は、本資料の発表日現在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 無
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 73,531,406株 21年3月期  73,531,406株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,639,066株 21年3月期  1,636,367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 71,893,350株 21年3月期第3四半期 71,898,100株



 当第３四半期連結累計期間における建設市場は、官公庁分野においては事業の見直しが進められたことにより公共

投資の減少がより鮮明となり、また、民間分野においても製造業を中心にデフレや円高基調の中で依然として設備投

資意欲に回復の兆しは見られず、厳しい状況で推移しました。 

 この様な状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績は次の通りとなりました。 

 売上高につきましては、建設事業110,537百万円（前年同四半期比2.8％減）に不動産事業3,251百万円（前年同四

半期比101.1％増）を加えた113,789百万円（前年同四半期比1.3％減）となりました。 

 利益につきましては、営業利益は1,697百万円（前年同四半期は1,745百万円の営業損失）、経常利益は1,650百万

円（前年同四半期は1,804百万円の経常損失）、四半期純利益は1,951百万円（前年同四半期は2,163百万円の四半期

純損失）となりました。 

 なお、建設事業におきましては、工事の完成引渡し時期が第４四半期連結会計期間に集中する傾向があるため、第

４四半期連結会計期間の工事進捗率が高くなることにより、売上高は通期の業績に対し第３四半期連結累計期間の割

合が低くなるといった季節的変動があります。 

  

  

（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資産の部は、前連結会計年度末比3,929百万円減（1.9％減）の198,630百万

円となりました。その内訳としまして、流動資産は、前連結会計年度末比7,779百万円減（5.1％減）の144,304百万

円、固定資産は、前連結会計年度末比3,850百万円増（7.6％増）の54,326百万円となりました。 

 負債の部は、前連結会計年度末比7,751百万円減（4.5％減）の165,259百万円となりました。その内訳としまし

て、流動負債は、前連結会計年度末比6,243百万円減（4.7％減）の127,024百万円、固定負債は、前連結会計年度末

比1,507百万円減（3.8％減）の38,234百万円となりました。 

 純資産の部は、前連結会計年度末比3,822百万円増（12.9％増）の33,371百万円となりました。 

  

（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の残高は、前連結会計年度末比10,190百万円増の38,664

百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、16,356百万円の収入超過、投資活動に

よるキャッシュ・フローは、373百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは、5,634百万円の支出超過

となりました。 

  

  

通期の業績見通しにつきましては、平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想に、変更はありません。 

  

  

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



 該当事項はありません。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用しております。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

③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ましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ため、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により行っております。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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：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 38,664 28,474

受取手形・完成工事未収入金等 36,488 61,876

未成工事支出金 57,711 55,241

販売用不動産 189 241

その他 11,251 6,711

貸倒引当金 △1 △461

流動資産合計 144,304 152,084

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,253 13,135

その他（純額） 5,118 5,222

有形固定資産合計 18,371 18,358

無形固定資産 41 40

投資その他の資産   

投資有価証券 34,670 30,793

その他 2,852 2,921

貸倒引当金 △1,609 △1,637

投資その他の資産合計 35,913 32,077

固定資産合計 54,326 50,475

資産合計 198,630 202,560



（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 39,842 54,427

短期借入金 20,982 25,082

1年内償還予定の社債 3,132 1,712

未払法人税等 193 176

未成工事受入金 54,665 46,352

完成工事補償引当金 158 143

賞与引当金 260 661

工事損失引当金 3,684 3,611

その他 4,106 1,101

流動負債合計 127,024 133,268

固定負債   

社債 15,481 17,737

長期借入金 6,180 6,515

繰延税金負債 7,720 6,198

退職給付引当金 6,888 7,276

役員退職慰労引当金 179 169

その他 1,785 1,845

固定負債合計 38,234 39,742

負債合計 165,259 173,011

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金 522 522

利益剰余金 18,572 16,981

自己株式 △405 △405

株主資本合計 22,385 20,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,223 8,930

繰延ヘッジ損益 5 －

為替換算調整勘定 △242 △176

評価・換算差額等合計 10,986 8,754

純資産合計 33,371 29,549

負債純資産合計 198,630 202,560



（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 113,675 110,537

不動産事業等売上高 1,617 3,251

売上高合計 115,292 113,789

売上原価   

完成工事原価 110,251 106,122

不動産事業等売上原価 575 512

売上原価合計 110,827 106,635

売上総利益   

完成工事総利益 3,423 4,415

不動産事業等総利益 1,041 2,738

売上総利益合計 4,465 7,154

販売費及び一般管理費 6,210 5,457

営業利益又は営業損失（△） △1,745 1,697

営業外収益   

受取利息 117 44

受取配当金 764 549

その他 225 129

営業外収益合計 1,107 723

営業外費用   

支払利息 664 548

為替差損 339 132

その他 161 89

営業外費用合計 1,166 770

経常利益又は経常損失（△） △1,804 1,650

特別利益   

前期損益修正益 135 116

貸倒引当金戻入額 63 487

その他 3 6

特別利益合計 202 610

特別損失   

前期損益修正損 102 16

投資有価証券評価損 466 177

その他 21 1

特別損失合計 590 194

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（△）

△2,191 2,065

法人税、住民税及び事業税 216 121

過年度法人税等戻入額 △237 －

法人税等調整額 △7 △7

法人税等合計 △28 114

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,163 1,951



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,191 2,065

減価償却費 303 311

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △487

工事損失引当金の増減額（△は減少） 18 72

退職給付引当金の増減額（△は減少） △839 △388

受取利息及び受取配当金 △881 △590

支払利息 664 548

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △4

投資有価証券評価損益（△は益） 466 177

売上債権の増減額（△は増加） 8,497 25,387

未成工事支出金の増減額（△は増加） △21,140 △2,470

販売用不動産の増減額（△は増加） △122 52

仕入債務の増減額（△は減少） △1,099 △14,585

未成工事受入金の増減額（△は減少） 12,982 8,312

その他 △2,574 △2,029

小計 △5,956 16,371

利息及び配当金の受取額 880 586

利息の支払額 △571 △496

法人税等の支払額 △308 △105

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,956 16,356

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 △125 △310

投資有価証券の取得による支出 △53 △213

投資有価証券の売却による収入 4 11

貸付金の回収による収入 132 90

その他 73 48

投資活動によるキャッシュ・フロー 32 △373

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） 965 △4,200

長期借入金の返済による支出 － △235

社債の発行による収入 4,500 －

社債の償還による支出 △2,909 △836

配当金の支払額 △359 △359

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,193 △5,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 42 △157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,688 10,190

現金及び現金同等物の期首残高 29,178 28,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,490 38,664



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（１）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 

  

  

  

（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

６．その他の情報

  受 注 高 

   百万円  ％ 

平成22年３月期第３四半期  72,965   △35.2 

平成21年３月期第３四半期 112,529   0.2 

   

区 分  

  

平成21年３月期 

第３四半期  

平成22年３月期 

第３四半期 
比較増減 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％）  

金額 

（百万円）

構成比  

（％）  

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

建 

 

設 

 

事 

 

業 

建築 

官公庁 8,116 9.6 

75.3 

 13,136  23.4

 76.8

5,020 61.9 

民間  76,633 90.4  42,895  76.6 △33,738 △44.0 

計  84,749 100.0  56,031  100.0 △28,717 △33.9 

土木 

官公庁 22,125 79.6 

24.7 

 11,889  70.2

 23.2

△10,236 △46.3 

民間  5,654 20.4  5,043  29.8 △610 △10.8 

計  27,780 100.0  16,933  100.0 △10,846 △39.0 

合計 

官公庁 30,241 26.9 

100.0 

 25,026  34.3

 100.0

△5,215 △17.2 

民間  82,288 73.1  47,939  65.7 △34,349 △41.7 

計  112,529 100.0 72,965  100.0 △39,564 △35.2 
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