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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30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12月期第3四半期 82,992 △12.0 1,827 △35.3 1,784 △21.0 1,482 ―

21年12月期第3四半期 94,332 △2.1 2,822 ― 2,257 ― △3,243 ―

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12月期第3四半期 33.20 ―

21年12月期第3四半期 △72.63 ―

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12月期第3四半期 101,312 27,795 26.4 599.28
21年12月期 114,341 26,530 22.3 570.01

（参考） 自己資本  22年12月期第3四半期  26,754百万円 21年12月期  25,449百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年12月期 ― 0.00 ―

22年12月期 
（予想）

3.00 3.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 114,000 △13.8 1,400 △69.3 1,200 △65.9 1,250 ― 27.81



(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対象外ですが、この四半期決算短信開示時点において、金融商品取引法に基づく四半
期レビュー手続は終了しております。 

※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って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等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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】P2「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） 22年12月期3Q 44,940,557株 21年12月期 44,940,557株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q 296,257株 21年12月期 292,156株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 44,646,278株 21年12月期3Q 44,650,859株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間においては、工事契約基準が適用されておりますが、期首手持工事の減少や前第４

四半期連結会計期間に連結子会社株式の一部を譲渡し、連結子会社数が減少したため、売上高全体では前年同期

比12.0％減少の829億円余となりました。 

 利益面では、売上総利益は、売上高減少要因に加え、競争激化による厳しい受注環境の影響を受け工事採算性

の低下により前年同四半期を下回りました。また、一般管理費や金融費用については継続的に抑制されているも

のの、営業利益は前年同期比35.3％減の18億円余、経常利益は前年同期比21.0％減の17億円余となり、四半期純

利益は14億円余となりました（前年同四半期は四半期純損失32億円余）。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、売掛金の回収が進んだこと、また、当連結会計年度より

「工事契約に関する会計基準」を適用し未成工事支出金等が減少したことに加え、不動産事業関連の支出金が販売

により減少したことなどから、前連結会計期間末に比べ、130億円余減少いたしました。負債の部では、「工事契

約に関する会計基準」の適用により未成工事受入金が減少したことや、本業に関連性の薄い資産を売却し、有利子

負債を削減する計画を推進しており、借入金が長短合わせて104億円余減少しております。また、純資産は四半期

純利益の増加などにより、277億円余となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 主に当社個別の建設事業において、受注高が計画を下回っていること及び特定の工事における採算性悪化などか

ら、当初の通期業績予想を標記の通り変更しております。詳細は、本日発表の通期業績予想の修正に関するお知ら

せをご参照ください。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 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 

 固定資産の減価償却の算定方法 

 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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準の関する事項の変更  

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１年以上、かつ請負金額３億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、「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契

約から、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。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上高は6,572百万円増加し、営業利益が595百万円、経常利益

が618百万円、税金等調整前四半期純利益が592百万円それぞれ増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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９月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 22,882 17,167

受取手形・完成工事未収入金等 25,255 35,531

有価証券 20 20

販売用不動産 5,901 3,744

未成工事支出金等 7,003 10,649

不動産事業支出金 1,440 6,635

その他のたな卸資産 289 285

その他 3,746 4,456

貸倒引当金 △2,944 △4,079

流動資産合計 63,595 74,410

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 21,856 22,714

機械、運搬具及び工具器具備品 12,451 13,039

土地 17,083 17,755

その他 85 72

減価償却累計額 △24,468 △25,217

有形固定資産計 27,010 28,363

無形固定資産 960 998

投資その他の資産   

投資有価証券 7,799 8,271

長期貸付金 690 879

繰延税金資産 214 270

その他 2,562 2,872

貸倒引当金 △1,520 △1,725

投資その他の資産計 9,745 10,569

固定資産合計 37,716 39,931

資産合計 101,312 114,341
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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９月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 23,572 21,043

短期借入金 30,303 41,799

未払法人税等 94 451

未成工事受入金 6,243 11,251

引当金 987 395

その他 2,498 3,787

流動負債合計 63,701 78,729

固定負債   

長期借入金 2,586 1,517

繰延税金負債 42 119

再評価に係る繰延税金負債 1,648 1,702

引当金   

退職給付引当金 2,702 2,696

役員退職慰労引当金 80 114

引当金計 2,782 2,810

負ののれん 754 924

その他 1,999 2,007

固定負債合計 9,815 9,081

負債合計 73,517 87,810

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 5,996 5,996

利益剰余金 16,511 15,526

自己株式 △115 △115

株主資本合計 27,550 26,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △94 △51

土地再評価差額金 △701 △1,064

評価・換算差額等合計 △795 △1,115

少数株主持分 1,040 1,081

純資産合計 27,795 26,530

負債純資産合計 101,312 114,341
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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１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

完成工事高 83,912 72,016

不動産事業売上高 1,880 5,104

その他の事業売上高 8,540 5,871

売上高合計 94,332 82,992

売上原価   

完成工事原価 76,848 66,496

不動産事業売上原価 1,611 4,641

その他の事業売上原価 7,054 4,900

売上原価合計 85,514 76,037

売上総利益   

完成工事総利益 7,063 5,520

不動産事業総利益 268 463

その他の事業総利益 1,486 971

売上総利益合計 8,818 6,955

販売費及び一般管理費 5,996 5,127

営業利益 2,822 1,827

営業外収益   

受取利息 79 51

負ののれん償却額 119 169

その他 241 316

営業外収益合計 440 538

営業外費用   

支払利息 639 448

その他 366 133

営業外費用合計 1,005 581

経常利益 2,257 1,784

特別利益   

固定資産売却益 216 183

投資有価証券売却益 322 15

貸倒引当金戻入額 427 147

その他 399 47

特別利益合計 1,366 394

特別損失   

投資有価証券評価損 － 223

販売用不動産評価損 1,111 －

減損損失 2,388 6

その他 2,127 547

特別損失合計 5,627 777

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（△）

△2,004 1,401

法人税、住民税及び事業税 426 134

法人税等還付税額 － △73

過年度法人税等戻入額 － △29

法人税等調整額 681 △93

法人税等合計 1,107 △61

少数株主利益又は少数株主損失（△） 131 △19

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,243 1,482
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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１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30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（△）

△2,004 1,401

減価償却費 1,012 880

減損損失 2,388 6

負ののれん償却額 △119 △169

貸倒引当金の増減額（△は減少） 128 △1,339

賞与引当金の増減額（△は減少） 96 222

工事損失引当金の増減額（△は減少） △70 245

賠償損失引当金の増減額（△は減少） － 78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △209 △33

退職給付引当金の増減額（△は減少） △520 5

受取利息及び受取配当金 △121 △109

支払利息 639 448

その他の引当金の増減額（△は減少） △328 45

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 210 223

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △318 74

固定資産売却損益（△は益） △183 △84

持分法による投資損益（△は益） 18 △58

売上債権の増減額（△は増加） 12,651 10,256

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,126 6,678

その他の資産の増減額（△は増加） 2,336 614

仕入債務の増減額（△は減少） △9,964 2,529

未成工事受入金の増減額（△は減少） 843 △2,618

その他の負債の増減額（△は減少） 1,003 △3,770

その他 △53 241

小計 10,564 15,766

利息及び配当金の受取額 122 116

利息の支払額 △580 △424

法人税等の支払額 △274 △411

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,832 15,046
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △423 △120

定期預金の払戻による収入 203 229

有価証券の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △2,647 △295

有形固定資産の売却による収入 362 961

無形固定資産の取得による支出 △105 △18

投資有価証券の取得による支出 △439 △15

投資有価証券の売却による収入 43 261

子会社株式の取得による支出 △425 △20

子会社株式の売却による収入 － 14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △105

短期貸付金の増減額（△は増加） 2,053 84

長期貸付けによる支出 △71 △49

長期貸付金の回収による収入 593 210

その他の支出 △276 △39

その他の収入 122 270

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,007 1,368

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） 4,675 △9,520

長期借入れによる収入 － 2,300

長期借入金の返済による支出 △4,351 △3,205

自己株式の取得による支出 △8 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △0 △134

少数株主への配当金の支払額 △12 △14

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 294 △10,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,119 5,823

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 544 －

現金及び現金同等物の期首残高 17,243 16,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,907 22,779
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 該当事項はありません。  

  

［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１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）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 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業 ：建築・土木その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の販売、賃貸等に関する事業 

その他事業：工事用仮設材の賃貸、建設材料の販売等 

３．会計処理の方法の変更 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

 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」を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法に比較して、当第３四半期連結累計期間の建設事業の売上高が6,572百万円、営業利益が595百万円増

加しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建設事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  83,912  1,880  8,540  94,332  －  94,332

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 17  63  1,930  2,011 ( )2,011  －

計  83,930  1,943  10,470  96,344 ( )2,011  94,332

営業利益又は営業損失(△)  1,868  △45  1,119  2,941 ( )119  2,822

  
建設事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  72,016  5,104  5,871  82,992  －  82,992

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4  70  1,522  1,597 ( )1,597  －

計  72,021  5,174  7,394  84,590 ( )1,597  82,992

営業利益  1,063  161  709  1,935 ( )107  1,827
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［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21年１月１日 至平成21年９月30日）   

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30日）   

 在外連結子会社及び主要な在外支店がないため、記載しておりません。 

  

［海外売上高］  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年９月30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。  

（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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（１）四半期貸借対照表 

                                 （単位：百万円） 

４．（参考）四半期個別財務諸表

  
当第３四半期会計期間末

  
（平成22年９月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成21年12月31日） 

資産の部      

流動資産      

現金及び預金  12,922  7,608 

受取手形及び完成工事未収
入金等  17,358  25,752 

販売用不動産  3,813  928 

未成工事支出金等  5,360  6,911 

不動産事業支出金  1,390  6,597 

その他  2,815  3,792 

貸倒引当金  △2,810  △3,931 

流動資産合計  40,851  47,658 

固定資産      

有形固定資産  11,597  12,483 

無形固定資産  49  38 

投資その他の資産  9,771  11,027 

固定資産合計  21,418  23,549 

資産合計  62,269  71,208 
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ 

ー対象ではありません。 

  
当第３四半期会計期間末

  
（平成22年９月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成21年12月31日） 

負債の部      

流動負債      

支払手形・工事未払金等  16,178  12,896 

短期借入金  19,937  28,581 

未払法人税等  51  82 

引当金  858  328 

その他  5,787  11,390 

流動負債合計  42,812  53,278 

固定負債      

長期借入金  1,860  550 

退職給付引当金  1,683  1,657 

その他  1,090  1,083 

固定負債合計  4,633  3,291 

負債合計  47,446  56,570 

純資産の部         

株主資本         

資本金   5,158   5,158 

資本剰余金   5,996   5,996 

利益剰余金   3,242   3,357 

自己株式   △115   △114 

株主資本合計   14,282   14,397 

評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   △43   18 

土地再評価差額金   584   221 

評価・換算差額等合計   540   240 

純資産合計   14,823   14,638 

負債純資産合計   62,269   71,208 
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（２）四半期損益報告書（第３四半期累計期間） 

                                  （単位：百万円）  

  

  
前第３四半期累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高      

 完成工事高  51,900  44,652 

 不動産事業売上高  332  3,157 

売上高計  52,232  47,809 

売上原価      

 完成工事原価  48,397  41,882 

 不動産事業売上原価  234  3,016 

売上原価計  48,631  44,898 

売上総利益      

 完成工事総利益  3,503  2,770 

 不動産事業総利益  97  140 

売上総利益計  3,600  2,910 

販売費及び一般管理費  2,430  2,361 

営業利益  1,170  549 

営業外収益      

受取利息  64  41 

受取配当金  52  69 

その他  75  43 

営業外収益計  192  155 

営業外費用      

支払利息  436  261 

貸倒引当金繰入額   57  3 

その他  98  94 

営業外費用計  592  359 

経常利益  769  344 

特別利益      

固定資産売却益  ― 117 

貸倒引当金戻入額  2,090  196 

関係会社株式売却益  824  ― 

その他  242  ― 

特別利益計  3,158  314 

特別損失      

関係会社株式評価損 1,000 ― 

貸倒引当金繰入額  754 ― 

投資有価証券評価損  166  117 

販売用不動産評価損  345  ― 

損害賠償金  ―  78 

その他  116  125 

特別損失計  2,383  321 

税引前四半期純利益  1,544  337 
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                                                                    （単位：百万円） 

  

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュ 

  ー対象ではありません。 

  
前第３四半期累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

法人税、住民税及び事業税  43 10 

法人税等調整額  505 △55 

法人税等合計  548  △44 

四半期純利益  996  382 
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（１）平成22年12月期の個別業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

  

（２）平成22年12月期の個別受注高（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

  

  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     

  

（参考）  

 （注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

  ②個別受注予想 

 （注）パーセント表示は、前期実績比増減率 

  

５．補足資料

（注）本日、平成22年２月12日公表予想を以上のとおり変更しております。 

           （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
一株当たり

当期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 65,000 △9.2 100 △94.3 300 △75.0 200 △92.3 4.45

  受 注 高  

22年12月期第３四半期  37,855百万円 △14.8％  

21年12月期第３四半期  44,417    △30.3   

区    分 
平成21年12月期 

第３四半期 

平成22年12月期 

第３四半期 
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

建 

築 

官公庁 3,691 (  8.3％) 2,319 (  6.1％) △1,372 △37.2

民間 19,331 ( 43.5  ) 23,838 ( 63.0  ) 4,507 23.3

計 23,022 ( 51.8  ) 26,158 ( 69.1  ) 3,135 13.6

土 

木 

官公庁 11,410 ( 25.7  ) 7,675 ( 20.3  ) △3,734 △32.7

民間 5,188 ( 11.7  ) 3,486 (  9.2  ) △1,702 △32.8

計 16,599 ( 37.4  ) 11,162 ( 29.5  ) △5,436 △32.8

合 

計 

官公庁 15,101 ( 34.0  ) 9,994 ( 26.4  ) △5,106 △33.8

民間 24,520 ( 55.2  ) 27,325 ( 72.2  ) 2,805 11.4

計 39,621 ( 89.2  ) 37,320 ( 98.6  ) △2,301 △5.8

不 動 産 事 業 4,795 ( 10.8  ) 534 (  1.4  ) △4,260 △88.8

合    計 44,417 (100    ) 37,855 (100    ) △6,562 △14.8

  受 注 高  

22年12月期予想  60,000百万円 △8.5％  

21年12月期実績  65,573 △18.9  
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