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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 50,665 5.0 2,568 47.5 2,845 43.3 1,495 45.5
22年3月期第3四半期 48,272 ― 1,741 ― 1,985 ― 1,027 ―

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 41.95 ―

22年3月期第3四半期 28.83 ―

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 66,823 34,125 51.1 957.71
22年3月期 65,061 33,817 52.0 948.93

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  34,125百万円 22年3月期  33,817百万円

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 ― ― ― 16.00 16.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

16.00 16.00

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 92,900 4.8 4,900 3.6 5,100 1.8 2,900 3.1 81.38



(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  有  
（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等について
は、添付資料P.3「1.当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、添付資料P.4「2.その他の情報」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 36,100,000株 22年3月期  36,100,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  467,389株 22年3月期  462,660株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 35,635,071株 22年3月期3Q 35,639,068株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は足踏み状態にあり、一部に景気持ち直しの動きが

みられるものの、高水準の失業率など、依然として厳しい状況が続いております。 

建設業界においては、民間住宅投資の着工が回復してきているものの、民間非住宅建設投資の回復は

遅れており、政府建設投資も引き続き減少が続いていることから、建設投資全体では当面低水準で推移

することは避けられず、建設業界の厳しい経営環境は続くものと見込まれます。 

このような状況のなかで、当社グループは、前連結会計年度よりスタートした３ヵ年の中期経営計画

の２年目を迎え、その基本方針に基づいた諸施策を推進中であります。 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、依然厳しい受注環境が続くなかで、鉄道関連工事

を中心に、売上高は、前年同期比2,392百万円増加し、50,665百万円となりました。 

売上総利益は、引き続き全社をあげて、原価管理の強化、選別受注、不採算工事の徹底排除を図った

結果、前年同期比578百万円増加し、6,544百万円となりました。営業利益は、前年同期比827百万円増

加の2,568百万円、経常利益も、前年同期比860百万円増加の2,845百万円となりました。当四半期純利

益は、前年同期比467百万円増加の1,495百万円となりました。 

なお、中期経営計画の詳細につきましては、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

http://www.totetsu.co.jp  

  

セグメントの業績は、次のとおりです。なお、セグメントの売上高につきましては、外部顧客への売

上高を記載しております。 

受注高は48,464百万円（前年同期比25.0％増）、売上高は34,627百万円（前年同期比9.0％増）とな

りました。 

売上高のうち工事進行基準による計上額は17,411百万円であり、次期繰越高は37,745百万円となりま

した。 

セグメント利益は1,843百万円の利益となりました。 

受注高は16,906百万円（前年同期比0.1％増）、売上高は15,264百万円（前年同期比0.2％減）となり

ました。 

売上高のうち工事進行基準による計上額は10,747百万円であり、次期繰越高は11,856百万円となりま

した。 

セグメント利益は589百万円の利益となりました。 

売上高は772百万円で、その主なものは不動産賃貸収入であります。 

セグメント利益は132百万円の利益となりました。 

  

なお、各事業の詳細につきましては、補足情報をご参照ください。 

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

（当社ホームページ）

（土木事業）

（建築事業）

（その他）
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当第３四半期連結会計期間末における資産合計は前年度末比1,762百万円増加し、66,823百万円とな

りました。主な要因は、未成工事支出金等の増加であります。 

負債合計は、前年度末比1,453百万円増加し、32,697百万円となりました。主な要因は、短期借入金

等の増加であります。 

純資産合計は、前年度末比308百万円増加し、34,125百万円となりました。 

  

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は、前年度末比5,630百万円減少し、1,458

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。 

未成工事支出金の増加等により、営業活動のキャッシュ・フローは10,699百万円の支出となりまし

た。 

有形固定資産の取得等により、投資活動のキャッシュ・フローは244百万円の支出となりました。 

短期借入金の増加等により、財務活動のキャッシュ・フローは5,313百万円の収入となりました。 

  

連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績を踏まえ検討した結果、現時点で

は、平成22年５月13日発表の通期の予想について変更はありません。 

  

  

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

《キャッシュ・フローについて》

（営業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）

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

(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。 

  

①簡便な会計処理 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係

る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

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、営業利益、経常利益がそれぞれ3,532千円、税金等調整前四半期純利益が49,790千円減

少しております。 

  

  

  

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

固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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

現金預金 1,458,929 7,088,959

受取手形・完成工事未収入金等 34,214,167 34,994,527

未成工事支出金等 12,842,036 3,007,989

未収還付法人税等 647,030 －

繰延税金資産 694,689 1,181,819

その他 2,596,093 2,825,318

貸倒引当金 △378,962 △446,210

流動資産合計 52,073,984 48,652,404

固定資産

有形固定資産 6,559,279 6,974,126

無形固定資産 453,804 596,310

投資その他の資産

投資有価証券 7,247,563 8,352,190

その他 2,457,818 2,372,791

貸倒引当金 △1,969,021 △1,886,603

投資その他の資産計 7,736,360 8,838,377

固定資産合計 14,749,444 16,408,814

資産合計 66,823,429 65,061,219
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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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 17,039,723 20,503,325

短期借入金 5,900,000 －

未払法人税等 37,618 1,568,875

未成工事受入金 3,078,381 679,573

完成工事補償引当金 70,700 67,500

賞与引当金 235,459 854,307

工事損失引当金 672,750 702,908

その他 3,654,289 4,260,720

流動負債合計 30,688,922 28,637,210

固定負債

繰延税金負債 178,849 617,469

退職給付引当金 583,699 706,422

その他 1,246,148 1,282,854

固定負債合計 2,008,697 2,606,746

負債合計 32,697,620 31,243,957

純資産の部

株主資本

資本金 2,810,000 2,810,000

資本剰余金 2,350,582 2,350,369

利益剰余金 28,424,831 27,500,001

自己株式 △151,772 △149,042

株主資本合計 33,433,641 32,511,328

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 692,168 1,305,933

評価・換算差額等合計 692,168 1,305,933

純資産合計 34,125,809 33,817,261

負債純資産合計 66,823,429 65,061,219
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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)

前第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)

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

完成工事高 47,083,775 49,892,629

付帯事業売上高 1,188,833 772,648

売上高合計 48,272,609 50,665,278

売上原価

完成工事原価 41,495,688 43,630,113

付帯事業売上原価 810,059 490,249

売上原価合計 42,305,748 44,120,363

売上総利益

完成工事総利益 5,588,087 6,262,515

付帯事業総利益 378,773 282,399

売上総利益合計 5,966,861 6,544,914

販売費及び一般管理費 4,225,658 3,976,533

営業利益 1,741,202 2,568,381

営業外収益

受取利息 602 1,468

受取配当金 153,399 152,516

持分法による投資利益 22,244 45,067

社宅料 54,709 61,464

その他 33,726 26,461

営業外収益合計 264,682 286,979

営業外費用

支払利息 14,569 9,023

その他 5,881 491

営業外費用合計 20,450 9,514

経常利益 1,985,434 2,845,845

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,365 2,702

固定資産売却益 321 140

投資有価証券売却益 25 －

移転補償金 21,273 －

特別利益合計 23,985 2,842

特別損失

固定資産除却損 31,945 18,790

投資有価証券評価損 － 107,779

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 46,258

その他 6,496 36,932

特別損失合計 38,442 209,761

税金等調整前四半期純利益 1,970,977 2,638,927

法人税、住民税及び事業税 508,125 669,113

法人税等調整額 435,453 474,782

法人税等合計 943,579 1,143,895

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,495,032

四半期純利益 1,027,398 1,495,032
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【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21年10月１日
至 平成21年12月31日)

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

完成工事高 16,392,380 18,993,655

付帯事業売上高 345,061 229,414

売上高合計 16,737,441 19,223,070

売上原価

完成工事原価 14,426,242 16,784,225

付帯事業売上原価 185,355 114,380

売上原価合計 14,611,598 16,898,605

売上総利益

完成工事総利益 1,966,137 2,209,430

付帯事業総利益 159,705 115,034

売上総利益合計 2,125,843 2,324,464

販売費及び一般管理費 1,299,364 1,273,425

営業利益 826,479 1,051,039

営業外収益

受取利息 118 66

受取配当金 51,168 51,348

持分法による投資利益 15,376 12,089

社宅料 18,964 20,772

その他 8,407 7,322

営業外収益合計 94,034 91,599

営業外費用

支払利息 8,614 7,651

その他 174 409

営業外費用合計 8,788 8,060

経常利益 911,724 1,134,577

特別利益

貸倒引当金戻入額 463 △173,210

固定資産売却益 195 13

特別利益合計 658 △173,197

特別損失

固定資産除却損 20,676 12,344

その他 6,496 1,090

特別損失合計 27,173 13,434

税金等調整前四半期純利益 885,209 947,946

法人税、住民税及び事業税 142,606 185,701

法人税等調整額 218,302 245,095

法人税等合計 360,909 430,797

少数株主損益調整前四半期純利益 － 517,148

四半期純利益 524,300 517,148
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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)

前第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)

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利益 1,970,977 2,638,927

減価償却費 823,150 754,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 260,083 15,169

賞与引当金の増減額（△は減少） △639,249 △618,848

受取利息及び受取配当金 △154,001 △153,985

支払利息 14,569 9,023

売上債権の増減額（△は増加） 5,249,816 780,360

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △8,922,936 △9,834,046

仕入債務の増減額（△は減少） △4,945,557 △3,465,108

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,240,370 2,398,808

その他 △1,532,139 △552,648

小計 △5,634,916 △8,028,146

利息及び配当金の受取額 158,077 157,214

利息の支払額 △15,193 △8,557

法人税等の支払額 △2,458,989 △2,820,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,951,021 △10,699,491

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 △2,211,426 △1,548,455

有形固定資産の売却による収入 2,282,978 1,353,546

その他 △57,750 △49,374

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,801 △244,283

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） 4,700,000 5,900,000

リース債務の返済による支出 △25,001 △13,536

自己株式の取得による支出 △1,502 △3,020

自己株式の売却による収入 － 503

配当金の支払額 △498,978 △570,201

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,174,516 5,313,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,762,703 △5,630,030

現金及び現金同等物の期首残高 4,863,102 7,088,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,100,398 1,458,929
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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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
  

  

  

前第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。 

  

前第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。 
  
  
  

(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)

不動産事業
(千円)

その他事業
(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

47,083,775 442,314 746,519 48,272,609 ― 48,272,609

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ 66,565 66,565 (66,565) ―

計 47,083,775 442,314 813,085 48,339,175 (66,565) 48,272,609

営業利益 2,590,958 238,367 46,308 2,875,635 (1,134,432) 1,741,202

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

当社グループの事業セグメントは、当社グループ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、経営資源配分の決定及び業績評価を行うために、定期的に検討が可能な単位と

しております。 

当社グループは、「土木事業」及び「建築事業」を報告セグメントとしております。 

「土木事業」は、土木工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等の事業を行っております。 

「建築事業」は、建築工事全般に関する、企画、設計、施工、監理等の事業を行っております。 

  

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） １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び環境事業等

を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

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

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期連結損益計算
書計上額 
（注３）土木事業 建築事業 計

売上高

外部顧客への売上高 34,627,923 15,264,706 49,892,629 772,648 50,665,278 － 50,665,278

セグメント間の 
内部売上高又は振替高

－ 39,066 39,066 767,522 806,588 △806,588 －

計 34,627,923 15,303,772 49,931,695 1,540,171 51,471,866 △806,588 50,665,278

セグメント利益 1,843,201 589,825 2,433,026 132,690 2,565,717 2,664 2,568,381

(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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4. 補足情報

部門別対比表

【 受注高 】 （百万円未満切捨て）

区   分 前四半期連結累計期間 構成比 当四半期連結累計期間 構成比

百万円 百万円

土     木 38,772 69.7% 48,464 74.1%

建     築 16,881 30.3% 16,906 25.9%

計 55,654 100.0% 65,370 100.0%

官  公  庁 

3,277 5.9% 2,896 4.4%

鉄道 229 0.4% 鉄道 1,555 2.4%

一般 3,047 5.5% 一般 1,341 2.0%

民     間 

52,377 94.1% 62,474 95.6%

鉄道 45,546 81.8% 鉄道 56,650 86.7%

一般 6,830 12.3% 一般 5,823 8.9%

合     計 

55,654 100.0% 65,370 100.0%

鉄道 45,776 82.2% 鉄道 58,206 89.1%

一般 9,878 17.8% 一般 7,164 10.9%

【 売上高 】 （百万円未満切捨て）

区   分 前四半期連結累計期間 構成比 当四半期連結累計期間 構成比

完 成 工 事 高 百万円 百万円

土     木 31,782 67.5% 34,627 69.4%

建     築 15,300 32.5% 15,264 30.6%

計 47,083 100.0% 49,892 100.0%

官  公  庁 

2,797 6.0% 3,483 7.0%

鉄道 164 0.4% 鉄道 417 0.8%

一般 2,632 5.6% 一般 3,066 6.2%

民     間 

44,286 94.0% 46,408 93.0%

鉄道 34,284 72.8% 鉄道 39,968 80.1%

一般 10,002 21.2% 一般 6,440 12.9%

合     計 

47,083 100.0% 49,892 100.0%

鉄道 34,448 73.2% 鉄道 40,386 80.9%

一般 12,635 26.8% 一般 9,506 19.1%

付 帯 事 業 売 上 高 1,188 － 772 －

売 上 高 合 計 48,272 － 50,665 －

【 繰越高 】 （百万円未満切捨て）

区   分 前四半期連結会計期間 構成比 当四半期連結会計期間 構成比

百万円 百万円

土     木 32,609 72.1% 37,745 76.1%

建     築 12,623 27.9% 11,856 23.9%

計 45,232 100.0% 49,601 100.0%

官  公  庁 

4,532 10.0% 6,072 12.2%

鉄道 1,372 3.0% 鉄道 2,250 4.5%

一般 3,159 7.0% 一般 3,822 7.7%

民     間 

40,700 90.0% 43,529 87.8%

鉄道 36,050 79.7% 鉄道 39,393 79.4%

一般 4,649 10.3% 一般 4,135 8.4%

合     計 

45,232 100.0% 49,601 100.0%

鉄道 37,423 82.7% 鉄道 41,643 83.9%

一般 7,809 17.3% 一般 7,958 16.1%
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