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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 18,900 ― △1,281 ― △876 ― △906 ―
20年3月期第1四半期 30,160 ― △1,272 ― △1,083 ― △942 ―

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

21年3月期第1四半期 △12.61 ―
20年3月期第1四半期 △13.11 ―

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

21年3月期第1四半期 249,595 38,481 15.4 535.22
20年3月期 226,678 37,927 16.7 527.51

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  38,481百万円 20年3月期  37,927百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 57,100 6.8 △2,550 ― △2,400 ― △2,500 ― △34.77
通期 200,200 15.8 1,800 85.4 1,650 85.5 1,400 ― 19.47

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、３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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  73,531,406株 20年3月期  73,531,406株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,632,729株 20年3月期  1,632,729株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  71,898,677株 20年3月期第1四半期  71,902,618株



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

建設業界におきましては、公共投資が依然として低調に推移するなか、景気後退局面での企業マインドの冷え込

みや住宅設備投資の減少により、受注環境は熾烈を極め、また、採算面においては主要資機材等の高騰により、ま

すます厳しい経営環境が続きました。

このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の業績は次のとおりとなりました。

売上高につきましては、建設事業18,385百万円に不動産事業515百万円を加えた18,900百万円となりました。建設

事業の内訳は、建築工事12,215百万円、土木工事6,170百万円であります。

利益面につきましては、営業損失1,281百万円、経常損失876百万円となり、四半期純損失は906百万円となりまし

た。

なお、建設事業におきましては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、

第１四半期から第３四半期までの連結累計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高

が著しく多くなるといった季節的変動があります。

 

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１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比22,916百万円増(10.1%増)の249,595百万円とな

りました。

その内訳としまして、流動資産につきましては、前連結会計年度末比20,091百万円増(12.6%増)の179,433百万円

となり、固定資産につきましては、前連結会計年度末比2,825百万円増(4.2%増)の70,161百万円となりました。

負債の部につきましては、前連結会計年度末比22,362百万円増(11.8%増)の211,113百万円となりました。

その内訳としまして、流動負債につきましては、前連結会計年度末比21,568百万円増(14.6%増)の169,132百万円

となり、固定負債につきましては、前連結会計年度末比793百万円増(1.9%増)の41,981百万円となりました。

純資産の部につきましては、前連結会計年度末比553百万円増(1.5%増)の38,481百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四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、40,645百万円となり、前連結会計年度末比

11,466百万円の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては11,738百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フロー

につきましては14百万円の収入超過、財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては404百万円の支出超過とな

りました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想につきましては、修正はございません。
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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）

該当事項はありません。

 

（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

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等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っております。

 

（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

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平

成6年1月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が平成20年4月1日以降開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につきましては、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

③　請負工事に係る収益の計上基準につきましては、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)が平成21年4月1日より前に開始する連結会計年度から適用できるこ

とになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、当第１四半期連結会計期間

に着手した工事のうち当第１四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。

　これにより、売上高は458百万円増加し、営業損失、経常損失は29百万円、税金等調整前四半期純損失は28百万

円それぞれ減少しております。　
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 40,645 29,178

受取手形・完成工事未収入金等 28,070 46,665

有価証券 55 55

未成工事支出金 105,020 79,693

販売用不動産 624 263

その他 5,297 3,816

貸倒引当金 △278 △330

流動資産合計 179,433 159,342

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,135 13,135

その他（純額） 5,326 5,408

有形固定資産合計 18,462 18,544

無形固定資産 83 80

投資その他の資産   

投資有価証券 50,321 47,401

その他 2,843 2,867

貸倒引当金 △1,548 △1,557

投資その他の資産合計 51,615 48,710

固定資産合計 70,161 67,336

資産合計 249,595 226,678
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 50,488 52,254

短期借入金 25,982 25,982

1年内償還予定の社債 3,694 3,694

未払法人税等 491 475

未成工事受入金 81,903 58,747

完成工事補償引当金 90 101

賞与引当金 881 631

工事損失引当金 5,010 4,686

その他 590 991

流動負債合計 169,132 147,563

固定負債   

社債 13,150 13,150

長期借入金 5,750 5,795

繰延税金負債 13,005 11,839

退職給付引当金 8,092 8,428

役員退職慰労引当金 160 164

その他 1,822 1,809

固定負債合計 41,981 41,187

負債合計 211,113 188,751

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 15,627 16,892

自己株式 △404 △404

株主資本合計 19,440 20,706

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,129 17,375

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △88 △155

評価・換算差額等合計 19,040 17,220

純資産合計 38,481 37,927

負債純資産合計 249,595 226,678
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  

完成工事高 18,385

不動産事業等売上高 515

売上高合計 18,900

売上原価  

完成工事原価 17,891

不動産事業等売上原価 151

売上原価合計 18,043

売上総利益  

完成工事総利益 493

不動産事業等総利益 363

売上総利益合計 857

販売費及び一般管理費 2,139

営業損失（△） △1,281

営業外収益  

受取利息 34

受取配当金 419

その他 193

営業外収益合計 647

営業外費用  

支払利息 219

その他 22

営業外費用合計 242

経常損失（△） △876

特別利益  

前期損益修正益 15

貸倒引当金戻入額 47

その他 2

特別利益合計 65

特別損失  

前期損益修正損 5

その他 19

特別損失合計 25

税金等調整前四半期純損失（△） △835

法人税、住民税及び事業税 72

法人税等調整額 △2

法人税等合計 70

四半期純損失（△） △906
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 △835

減価償却費 92

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60

工事損失引当金の増減額（△は減少） 323

退職給付引当金の増減額（△は減少） △336

受取利息及び受取配当金 △453

支払利息 219

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 3

売上債権の増減額（△は増加） 18,594

未成工事支出金の増減額（△は増加） △25,326

販売用不動産の増減額（△は増加） △360

仕入債務の増減額（△は減少） △1,765

未成工事受入金の増減額（△は減少） 23,156

その他 △1,752

小計 11,498

利息及び配当金の受取額 440

利息の支払額 △144

法人税等の支払額 △56

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,738

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

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却による収入 0

その他 18

投資活動によるキャッシュ・フロー 14

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） △45

配当金の支払額 △359

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △404

現金及び現金同等物に係る換算差額 118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,466

現金及び現金同等物の期首残高 29,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 40,645

- 4 -



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（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）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。
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「参考資料」

前年第１四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 30,160

Ⅱ　売上原価 29,213

売上総利益 947

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,219

営業損失 1,272

Ⅳ　営業外収益 541

Ⅴ　営業外費用 352

経常損失 1,083

Ⅵ　特別利益 171

Ⅶ　特別損失 5

税金等調整前四半期純損失 917

税金費用 25

四半期純損失 942
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（２）四半期個別受注の概況

１）個別受注実績

受　　注　　高

百万円 ％

21年３月期第1四半期 24,398 △37.3

20年３月期第1四半期 38,887 105.8

　（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

 

受注実績内訳

区　　　分

平成20年３月期 平成21年３月期
比較増減

第１四半期 第１四半期

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

(百万円) （％） (百万円) （％） (百万円) （％）

建

 

 

 

設

 

 

 

事

 

 

 

業

建築

国内官公庁 4,281 13.0

84.7

49 0.2

85.6

△4,232 △98.8

国内民間 28,382 86.2 19,904 95.4 △8,478 △29.9

海外 280 0.8 923 4.4 643 229.3

計 32,944 100.0 20,877 100.0 △12,067 △36.6

土木

国内官公庁 1,706 28.7

15.3

1,374 39.0

14.4

△331 △19.4

国内民間 4,234 71.3 2,123 60.3 △2,110 △49.9

海外 1 0.0 22 0.7 20 1,105.0

計 5,942 100.0 3,520 100.0 △2,421 △40.7

合計

国内官公庁 5,988 15.4

100.0

1,424 5.8

100.0

△4,563 △76.2

国内民間 32,616 83.9 22,027 90.3 △10,588 △32.5

海外 282 0.7 946 3.9 663 235.2

計 38,887 100.0 24,398 100.0 △14,488 △37.3

 

２）個別受注予想

通　　期

百万円 ％

21年３月期予想 190,000 12.2

20年３月期実績 169,304 △7.4

　（注）パーセント表示は、前年同期比増減率

 

　　なお、個別受注予想については、平成20年５月15日の決算発表時に公表しました予想数値に変更はありません。
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