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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 22,181 △4.2 △390 ― △402 ― △469 ―

21年3月期第3四半期 23,162 ― △223 ― △234 ― △74 ―

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 △11.87 ―

21年3月期第3四半期 △1.89 ―

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 23,944 9,133 38.1 230.82
21年3月期 26,109 9,725 37.2 245.78

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,133百万円 21年3月期  9,725百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

2.00 2.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 34,600 △6.2 270 △48.5 250 △51.0 90 △77.6 2.27
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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」をご参照下さい。 

(2) 四半期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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 39,600,000株 21年3月期  39,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  30,142株 21年3月期  30,142株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 39,569,858株 21年3月期第3四半期 39,571,833株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記予想は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。
実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】
「３．業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間の経営環境につきましては、昨年来の景気後退の中、建設業を取り巻く経営環境

は、公共投資の削減と長期化する民間設備投資の低迷等により、先行き不透明感が一段と強まってまいりま

した。 

このような状況下、当社は受注量の確保、着工前工事管理検討の強化に基づく工事原価の低減、与信管

理強化による不良債権発生防止に全社一丸となって取り組んでまいりましたが、厳しい環境下、受注高は

201 億８千６百万と前年同期と比べ 65 億３千４百万円（△24.5％）の減少となりました。一方、売上高も

工事進行基準による増収はありましたが、想定を上回る受注高の減少を受け、221 億８千１百万円と前年同

期と比べ９億８千万円（△4.2％）の減収となり、繰越受注高は 119 億９千１百万円となりました。 

経常損益につきましては、売上高の減少を受け、経常損失４億２百万円と前年同期と比べ１億６千８百

万円の減益となりました。 

四半期純損益につきましては、前年同期において長期の繰延税金資産が計上可能となったこともあり、

法人税等調整額を５億３百万円計上したことから、四半期純損益は前年同期と比べ３億９千５百万円悪化し

４億６千９百万円の四半期純損失となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の総資産は 239 億４千４百万円と前事業年度末比 21 億６千５百万円（△8.3％）の減少

となりました。これは主に売上高の減少に伴い売上債権が減少したことによるものであります。 

負債につきましては 148 億１千万円と前事業年度末比 15 億７千３百万円（△9.6％）の減少となりまし

た。これは主に施工高の減少に伴い支払債務が減少したことによるものであります。 

純資産につきましては 91 億３千３百万円と前事業年度末比５億９千２百万円（△6.1％）の減少となり

ました。これは主に四半期純損失の計上および配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるもの

であります。 

なお、自己資本比率は、総資産が大きく減少したのに対し自己資本の減少が小さかったことにより 38.1％

と前事業年度末を 0.9 ポイント上回る結果となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期の通期業績予想につきましては、平成 21 年９月 25 日に公表しました「業績予想の修正

に関するお知らせ」からの変更はありません。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期会計期間末に算定したものと比べ著しい変化が

ないと認められるため、第２四半期会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的に算定する方法によっております。 

また、棚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。 

③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、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 

 なお、定率法を採用している固定資産については、事業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。 

④法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 

(2) 四半期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 

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、工事完成基準を適用しておりましたが、「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１四半期会計期間より適用し、

第１四半期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。 

 これにより、当第３四半期累計期間の売上高は 35 億６千４百万円、売上総利益は３億９千２百万円増

加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は３億９千２百万円それぞれ減少しております。 
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５.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,937 2,608

受取手形及び売掛金 2,882 3,367

完成工事未収入金 4,876 6,500

製品及び半製品 228 213

未成工事支出金 1,873 1,452

原材料及び貯蔵品 804 1,040

繰延税金資産 45 56

未収入金 4,203 3,939

その他 493 157

貸倒引当金 △13 △42

流動資産合計 17,333 19,294

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 428 458

機械及び装置（純額） 617 686

土地 4,144 4,144

その他（純額） 136 150

有形固定資産合計 5,327 5,440

無形固定資産 19 25

投資その他の資産   

繰延税金資産 387 437

その他 916 1,004

貸倒引当金 △39 △91

投資その他の資産合計 1,263 1,349

固定資産合計 6,610 6,815

資産合計 23,944 26,109
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(単位：百万円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,275 8,026

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 25 154

未払消費税等 184 224

未成工事受入金 307 340

完成工事補償引当金 60 60

その他 2,524 3,039

流動負債合計 11,378 12,846

固定負債   

長期借入金 500 500

再評価に係る繰延税金負債 1,483 1,483

退職給付引当金 1,228 1,327

役員退職慰労引当金 195 209

その他 24 16

固定負債合計 3,432 3,537

負債合計 14,810 16,384

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,980 1,980

資本剰余金 344 344

利益剰余金 5,104 5,692

自己株式 △5 △5

株主資本合計 7,422 8,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6 △2

土地再評価差額金 1,717 1,717

評価・換算差額等合計 1,710 1,714

純資産合計 9,133 9,725

負債純資産合計 23,944 26,109
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(2)【四半期損益計算書】 
 【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) 

売上高 23,162 22,181

売上原価 19,976 19,109

売上総利益 3,185 3,072

販売費及び一般管理費 3,408 3,463

営業損失（△） △223 △390

営業外収益   

受取利息及び配当金 7 5

その他 1 0

営業外収益合計 8 6

営業外費用   

支払利息 19 16

その他 0 1

営業外費用合計 20 18

経常損失（△） △234 △402

特別利益 － 30

特別損失 308 1

税引前四半期純損失（△） △543 △373

法人税、住民税及び事業税 34 35

法人税等調整額 △503 60

法人税等合計 △468 96

四半期純損失（△） △74 △469
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 【第３四半期会計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,508 6,334

売上原価 4,755 5,476

売上総利益 753 858

販売費及び一般管理費 1,139 1,126

営業損失（△） △385 △267

営業外収益   

受取利息及び配当金 2 1

その他 0 －

営業外収益合計 2 1

営業外費用   

支払利息 8 5

その他 0 1

営業外費用合計 8 7

経常損失（△） △391 △273

特別利益 － 1

特別損失 84 1

税引前四半期純損失（△） △476 △274

法人税、住民税及び事業税 △45 11

法人税等調整額 △8 1

法人税等合計 △53 13

四半期純損失（△） △422 △287
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △543 △373

減価償却費 217 233

減損損失 206 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △36

受取利息及び受取配当金 △7 △5

支払利息 19 16

投資有価証券評価損益（△は益） 77 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56 △98

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 △14

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3 △0

前払年金費用の増減額（△は増加） △19 22

売上債権の増減額（△は増加） 370 1,891

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,077 △200

仕入債務の増減額（△は減少） 2,115 △1,352

未成工事受入金の増減額（△は減少） 919 △33

その他 △394 △267

小計 △131 △218

利息及び配当金の受取額 7 5

利息の支払額 △15 △16

法人税等の支払額 △265 △157

営業活動によるキャッシュ・フロー △406 △387

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 △160 △169

有形固定資産の売却による収入 62 －

会員権の取得による支出 △7 －

会員権の売却による収入 9 －

その他 8 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △88 △161

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △1 －

配当金の支払額 △118 △118

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △119 △121

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △614 △670

現金及び現金同等物の期首残高 2,762 2,608

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,147 1,937
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期会計期間（自 平成 21 年 10 月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

受注及び販売の状況 

（1） 部門別受注高及び部門別受注残高 

当第３四半期累計期間における部門別受注高及び受注残高を示すと、次のとおりであります。 

長 尺 屋 根 15,035 △ 21.5 9,612 △ 34.5

Ｒ － Ｔ 414 △ 58.9 718 △ 32.6

ハ イ タ フ 1,340 △ 59.1 1,036 △ 57.6

ソ ー ラ ー 535 123.3 489 151.7

小           計 17,326 △ 26.8 11,856 △ 35.5

399 4.2 135 37.6

2,460 △ 7.5 - -

20,186 △ 24.5 11,991 △ 35.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（単位：百万円）

受注残高
前年同四半期比

（％）
受注高

前年同四半期比
（％）

区分

塗 装

建 材

屋

根

合 計

 
 

（2） 部門別売上高 

当第３四半期累計期間における部門別売上高を示すと、次のとおりであります。 

長 尺 屋 根 16,533 △ 3.2

Ｒ － Ｔ 1,028 123.6

ハ イ タ フ 1,616 △ 31.5

ソ ー ラ ー 237 44.0

小           計 19,415 △ 3.2

305 △ 31.4

2,460 △ 7.5

22,181 △ 4.2

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

前年同四半期比
（％）

建 材

売上高

合 計

区分

（単位：百万円）

屋

根

塗 装
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