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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 21,246 3.9 △45 ― △160 ― 28 116.2
22年3月期第3四半期 20,453 △24.9 136 ― 38 ― 13 ―

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 0.87 ―

22年3月期第3四半期 0.40 ―

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 16,569 2,485 15.0 75.85
22年3月期 19,214 2,440 12.7 74.47

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,485百万円 22年3月期  2,440百万円

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
23年3月期 ― ― ―

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  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 32,000 10.2 340 △38.4 188 △54.3 350 △8.2 10.68



(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予想数値と異なる場合があります。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、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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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  32,800,000株 22年3月期  32,800,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  35,669株 22年3月期  34,689株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  32,764,719株 22年3月期3Q  32,766,141株
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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 

 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、好調な外需や政府の景気刺激策により、ゆるやかに回復

してまいりましたが、円高の長期化、デフレの進行や冷え込んだ雇用情勢等により、先行きに不透明感を払拭

できないまま推移しております。 

 建設業界におきましては、公共建設投資や民間設備投資は低調に推移しており、首都圏を中心とした民間住

宅契約率が回復傾向にはあるものの、依然として受注環境は非常に厳しいものとなりました。 

 このような状況下、当社では阪急電鉄株式会社、株式会社長谷工コーポレーション及び当社の３社による戦

略的連携を基盤として、総力を挙げて量的受注増大から質的な充実、即ち利益率や生産性の向上を目指し、案

件やエリアの選択と集中、厳しい与信管理を含めたリスク管理の徹底、安全と品質を軸とした現場力の強化な

どの堅実な戦略を継続的に実行し、経営基盤の強化施策を一層推進いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における工事受注高は16,965百万円（前年同四半期比12.0%減）と

なり、売上高21,246百万円（前年同四半期比3.9%増）、経常損失160百万円（前年同四半期は38百万円の利

益）、四半期純利益28百万円（前年同四半比116.2%増）となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として完成工事高が下半期、特に第４四半期に偏ることか

ら、通期の業績予想に対し第３四半期迄の売上高の割合が低くなるといった季節的変動があります。 

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。 

（建設事業） 建設事業におきましては、受注高16,965百万円（前年同四半期比12.0%減）、売上高

20,849百万円（前年同四半期比4.4%増）、セグメント利益392百万円（前年同四半期比

34.5%減）となりました。 

（不動産事業）不動産事業におきましては、売上高８百万円（前年同四半期比88.3%減）、セグメント損失 

４百万円（前年同四半期は１百万円のセグメント利益）となりました。 

（砕石事業） 砕石事業におきましては、売上高388百万円（前年同四半期比3.9%減）、セグメント利益 

16百万円（前年同四半期は34百万円のセグメント損失）となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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の総資産は、前連結会計年度末比 2,645 百万円減少の 16,569 百万円となりま

した。この主な要因は、完成工事未収入金が2,040百万円減少したこと及び現金預金が1,098百万円減少した

こと等によるものであります。 

負債合計は前連結会計年度末比 2,690 百万円減少の 14,084 百万円となりました。この主な要因は、工事未

払金等が1,132百万円減少したこと及び長期・短期借入金が747百万円減少したこと等によるものであります。 

これにより純資産合計は前連結会計年度末比 45 百万円増加の 2,485 百万円となりました。この主な要因は、

当四半期純利益 28 百万円を計上したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は 15.0％（前連

結会計年度末は12.7％）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が52百万円であり、売上債権の減少額

2,112百万円等の増加要因があったものの、仕入債務の減少額1,542百万円等の減少要因により△125百万円

（前年同四半期は3,116百万円）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出が186百万円あったこと等により 

△203万円（前年同四半期は△82百万円）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金を返済したこと等により△769百万円

（前年同四半期は△1,814百万円）となりました。 

以上の結果、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、前第３四半期連結会計期

間末より651百万円減少し、3,223百万円となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績見通しにつきましては、建設事業を取り巻く環境が先行き不透明な状況で推移すると予想さ

れますので、前回公表の業績予想数値より経常利益までは減収減益としておりますが、前期以前において貸

倒処理をしていた債権の回収等により、当期純利益では増益となる見通しです。 

平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

 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 

 

前回発表予想(A) 

百万円 

35,000 

百万円

400

百万円

260

百万円 

320 

円 銭

9.77

今回発表予想(B) 32,000 340 188 350 10.68

増減額(B-A) △3,000 △60 △72 30 

増減率(%) △8.6 △15.0 △27.7 9.4 

(ご参考)前期通期実績 

(平成22年３月期) 

 

29,040 552 411

 

381 11.64

 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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する方

法によっております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 

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。 

  これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  ② 表示方法の変更 

     第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成

20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、「少数株主損益調整前四半

期純利益」の科目を表示しております。 
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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：百万円）

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 3,223 4,321

受取手形・完成工事未収入金等 7,595 9,707

未成工事支出金 187 90

たな卸不動産 554 555

商品及び製品 181 191

仕掛品 0 0

材料貯蔵品 104 115

その他 857 599

貸倒引当金 △166 △174

流動資産合計 12,537 15,406

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,048 1,048

機械、運搬具及び工具器具備品 1,875 1,986

土地 1,580 1,580

リース資産 141 101

減価償却累計額 △2,018 △2,065

有形固定資産計 2,627 2,651

無形固定資産 326 144

投資その他の資産   

投資有価証券 374 355

長期貸付金 125 137

長期営業外未収入金 694 940

破産債権、更生債権等 37 55

その他 445 454

貸倒引当金 △599 △933

投資その他の資産計 1,078 1,011

固定資産合計 4,031 3,808

資産合計 16,569 19,214
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（単位：百万円）

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 5,879 7,422

短期借入金 6,182 6,854

未成工事受入金 775 977

前受金 10 10

完成工事補償引当金 43 53

工事損失引当金 83 79

賞与引当金 － 62

その他 224 389

流動負債合計 13,198 15,850

固定負債   

長期借入金 － 75

退職給付引当金 845 826

その他 40 23

固定負債合計 886 924

負債合計 14,084 16,774

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 202 202

利益剰余金 652 624

自己株式 △3 △3

株主資本合計 2,491 2,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △23

評価・換算差額等合計 △6 △23

純資産合計 2,485 2,440

負債純資産合計 16,569 19,214
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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 19,979 20,849

不動産事業売上高 69 8

その他の事業売上高 404 388

売上高合計 20,453 21,246

売上原価   

完成工事原価 18,964 20,057

不動産事業売上原価 45 0

その他の事業売上原価 421 359

売上原価合計 19,431 20,416

売上総利益   

完成工事総利益 1,015 792

不動産事業総利益 23 8

その他の事業総利益又はその他の事業総損失
（△）

△17 28

売上総利益合計 1,021 829

販売費及び一般管理費 884 875

営業利益又は営業損失（△） 136 △45

営業外収益   

受取利息 8 5

受取配当金 0 4

保険配当金 5 6

受取事務手数料 8 3

雑収入 3 3

営業外収益合計 26 23

営業外費用   

支払利息 103 88

雑支出 20 49

営業外費用合計 124 138

経常利益又は経常損失（△） 38 △160

特別利益   

受取契約精算金 － 117

貸倒引当金戻入額 49 65

償却債権取立益 － 41

特別利益合計 49 224

特別損失   

前期損益修正損 16 11

特別契約損失 37 －

投資有価証券評価損 2 －

特別損失合計 56 11

税金等調整前四半期純利益 32 52

法人税、住民税及び事業税 18 23

法人税等合計 18 23

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28

四半期純利益 13 28
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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 32 52

減価償却費 113 103

貸倒引当金の増減額（△は減少） △785 △333

工事損失引当金の増減額（△は減少） △40 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △135 19

受取利息及び受取配当金 △8 △9

支払利息 103 88

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,655 2,112

長期営業外未収入金の増減額（△は増加） 345 245

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,752 18

たな卸不動産の増減額（△は増加） 39 0

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,207 △96

未成工事受入金の増減額（△は減少） △362 △201

仕入債務の増減額（△は減少） △4,617 △1,542

その他 △59 △461

小計 3,242 △1

利息及び配当金の受取額 7 8

利息の支払額 △98 △98

法人税等の支払額 △34 △32

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,116 △125

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 △34 △30

有形固定資産の売却による収入 2 1

無形固定資産の取得による支出 △69 △186

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

貸付けによる支出 △13 △1

貸付金の回収による収入 34 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △82 △203

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） △1,438 △280

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △558 △467

リース債務の返済による支出 △17 △21

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,814 △769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,219 △1,098

現金及び現金同等物の期首残高 2,654 4,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,874 3,223
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（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　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） (単位：百万円）

連　結

売    上    高

(1) 外部顧客に対する売上高 19,979 69 404 20,453 － 20,453

(2)
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 24 24 (24) －

計 19,979 69 429 20,478 (24) 20,453

598 1 △ 34 565 (428) 136

（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

　　　　　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

　　　　②各区分に属する主要な事業の内容

　　　　　建設事業･･･････････ 土木・建築その他建設工事全般に関する事業。

　　　　　不動産事業･････････ 不動産の開発・売買、交換及び賃貸並びにその代理、仲介。

　　　　　砕石事業･･･････････ 砕石、砕砂の製造販売他。

　　　２．会計処理方法の変更

　　　　前第３四半期連結累計期間

【所在地別セグメント情報】

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　海外売上高がないため、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）

営業利益又は営業損失（△）

建設事業 不動産事業 砕石事業

　　　　　　「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）を適用しております。
　　　　　　 これにより、建設事業で、売上高が1,301百万円、営業利益が130百万円それぞれ増加しております。

計
消去又は
全　　社
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【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
　　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）

(単位：百万円）

売    上    高

　外部顧客に対する売上高 20,849 8 388 21,246

－ － 10 10

計 20,849 8 398 21,256

392 △ 4 16 403

　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

(単位：百万円）

　報告セグメント計

　４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
　　該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　  該当事項はありません。

　四半期連結損益計算書の営業損失（△）

金額利益

　全社費用（注）

403

449

△ 45

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

　　　（差異調整に関する事項）

　セグメント利益又は損失（△）

（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。

　　　　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。

　　　（追加情報）

　　当社の報告セグメントは、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。
　　当社グループは、社内業績管理単位であるサービス別の事業本部を基礎とし、経済的特徴が類似している事
　業セグメントを集約した「建設事業」、「不動産事業」及び「砕石事業」を報告セグメントとしております。
　　「建設事業」は、土木・建築その他建設工事全般に関する事業を営んでおります。「不動産事業」は、不動
　産の開発・売買、交換及び賃貸並びにその代理、仲介を営んでおります。「砕石事業」は、砕石、砕砂等の製
　造販売を営んでおります。

建設事業 不動産事業 砕石事業 計

報告セグメント
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４．補足情報 

四半期個別受注の概況 

（１）個別受注実績 

 受 注 高 

23年３月期第３四半期累計期間 16,965 百万円 △12.0 ％

22年３月期第３四半期累計期間 19,275  △29.2  

（注）パーセント表示は、前年同四半期比増減率 
 
 

（参考）受注実績内訳                               （単位：百万円） 

区   分 

前第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）

当第３四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日）

比較増減 増減率 

官公庁 7,423 ( 38.5％) 3,761 ( 22.2％) △3,662  △49.3％ 

民 間 1,761 (  9.2％) 2,165 ( 12.7％) 403  22.9 

 
土 
  

木 
 計 9,185 ( 47.7％) 5,927 ( 34.9％) △3,258  △35.5   

官公庁 2,948 ( 15.3％) 18 (  0.1％) △2,930  △99.4   

民 間 7,141 ( 37.0％) 11,020 ( 65.0％) 3,878  54.3   

建 
 

築 
計 10,090 ( 52.3％) 11,038 ( 65.1％) 948  9.4   

官公庁 10,372 ( 53.8％) 3,779 ( 22.3％) △6,592  △63.6   

民 間 8,903 ( 46.2％) 13,185 ( 77.7％) 4,282  48.1   

建 
 
 

設 
 
 

事 
 
 

業 合 
 

計 
計 19,275 ( 100  ％) 16,965 ( 100  ％) △2,310  △12.0   

（注）①海外受注高はありません。 
②（ ）内のパーセント表示は、構成比率。 

 

（２）個別受注予想 

 通   期 

23年３月期予想 27,600 百万円 △6.9 ％

22年３月期実績 29,642  △18.8  

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率 
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