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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）

 (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 23,644 △16.0 46 △78.8 △155 ― △235 ―

22年３月期第３四半期 28,156 △1.4 219 ― 130 ― 98 ―

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 △11 44 ― ―

22年３月期第３四半期 4 79 ― ―

 (2) 連結財政状態

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 27,780 5,908 18.0 242 35

22年３月期 30,047 6,486 18.4 268 04

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 4,992百万円 22年３月期 5,522百万円

2. 配当の状況

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 ― ― ― ― ― ― 1 50 1 50

23年３月期 ― ― ― ― ― ―

23年３月期(予想) 0.00～ 2.00 0.00～ 2.00

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)

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 38,000 △10.9 350 △45.2 300 △49.1 150 △60.0 7 28



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

・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。 

  

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 22,072,850株 22年３月期 22,072,850株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 1,471,179株 22年３月期 1,468,943株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 20,602,994株 22年３月期3Ｑ 20,662,630株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復が続きつつも、長期化する円高により
足踏み状態が続いております。個人消費は厳しい雇用情勢もあって弱含みであり、設備投資も慎重な姿勢
は変わらず、景気は先行き不透明感が払拭できない状態で推移致しました。 
建設業界におきましても、公共事業、民間需要ともに減少傾向が依然と続いており、熾烈な受注競争の

もと、極めて厳しい経営環境が続いております。 
このような状況の中、当社グループは、コスト競争力・技術提案力・信頼確保に注力し、特に得意分野

である海外工事やＰＦＩ事業、当社保有の特殊技術に関する営業を推進し、受注の確保に努めてまいりま
した。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が23,644百万円（前年同四半期比16.0％減）と

なりました。利益につきましては、為替差損などの影響により、営業利益46百万円（前年同四半期比
78.8％減）、経常損失155百万円（前年同四半期は130百万円の利益）、四半期純損失235百万円（前年同
四半期は98百万円の利益）となりました。 
なお、当社グループの売上高は、通常の形態として、第４四半期に偏るという季節的変動要因があるた

め、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間の売上高の割合は低くなる傾向があります。 
  

  

 (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資産合計は、現金預金の増加などがありましたが、受取手形・完成工事
未収入金等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ2,267百万円減少し27,780百万円となりました。
負債合計につきましては、主に支払手形・工事未払金等の減少により、前連結会計年度末に比べ1,688百
万円減少し、21,872百万円となりました。純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ578百万
円減少し、5,908百万円となりました。 
  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,533百万円増
加し、5,713百万円（前年同四半期比48.5％増）となりました。 
  
営業活動によるキャッシュ・フロー 
仕入債務の減少3,063百万円などありましたが、工事代金の回収等による売上債権の減少4,620百万円、

未成工事受入金の増加1,124百万円等により、1,255百万円の増加（前年同四半期は1,667百万円の増加）
となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資有価証券の取得による支出、貸付による支出などにより、199百万円の減少（前年同四半期は31百

万円の減少）となりました。 

  

財務活動によるキャッシュ・フロー 
社債の発行による収入200百万円、短期借入金による収入等により、487百万円の増加（前年同四半期は

1,479百万円の減少）となりました。 
  

業績予想につきましては、平成22年11月15日に公表した数値から変更はありません。 
  

  

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

(2) 連結財政状態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
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 該当事項はありません。 
  

(棚卸資産の評価方法） 
   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。 
 (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。 
  
  

(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、経常利益はそれぞれ231千円減少し、税金等調整前四半期純利益は、

6,145千円減少しております。    
(少数株主損益調整前四半期純損益の区分表示）  

「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）に基づき財務諸
表等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）の適用に伴い、当第
３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しておりま
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

(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 6,012,683 4,491,785

受取手形・完成工事未収入金等 7,833,686 11,760,750

有価証券 1,294 9,618

販売用不動産 438,058 536,044

未成工事支出金 1,905,131 1,762,782

商品及び製品 － 6,063

材料貯蔵品 4,317 5,687

繰延税金資産 146,228 149,018

その他 1,334,307 959,898

貸倒引当金 △19,722 △14,486

流動資産合計 17,655,984 19,667,159

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,631,595 1,692,877

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 119,267 221,158

船舶（純額） 54,341 62,289

土地 4,547,732 4,555,635

建設仮勘定 11,000 －

有形固定資産計 6,363,937 6,531,959

無形固定資産

その他 29,776 31,392

無形固定資産計 29,776 31,392

投資その他の資産

投資有価証券 1,524,919 1,632,890

長期貸付金 292,116 278,572

長期未収入金 1,211,457 1,220,358

破産債権、更生債権等 507,798 535,739

繰延税金資産 194,127 179,296

その他 183,918 177,025

貸倒引当金 △183,324 △206,541

投資その他の資産計 3,731,014 3,817,339

固定資産合計 10,124,728 10,380,690

資産合計 27,780,713 30,047,849
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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 5,755,543 8,824,096

短期借入金 9,546,954 8,492,874

1年内償還予定の社債 52,000 －

未払金 141,407 133,971

未払法人税等 14,068 148,568

未成工事受入金 2,516,833 1,392,824

完成工事補償引当金 40,429 47,104

工事損失引当金 76,410 76,579

賞与引当金 21,955 55,609

その他 445,294 490,660

流動負債合計 18,610,897 19,662,285

固定負債

社債 148,000 －

長期借入金 2,141,775 2,861,933

長期未払金 45,620 53,443

退職給付引当金 513,203 504,607

環境対策引当金 2,394 －

再評価に係る繰延税金負債 124,894 124,895

負ののれん 65,239 260,956

資産除去債務 8,761 －

その他 211,670 93,282

固定負債合計 3,261,558 3,899,116

負債合計 21,872,455 23,561,401

純資産の部

株主資本

資本金 2,368,032 2,368,032

資本剰余金 1,527,309 1,527,310

利益剰余金 2,062,985 2,328,099

自己株式 △163,180 △163,589

株主資本合計 5,795,147 6,059,852

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △104,956 32,934

繰延ヘッジ損益 △127,445 －

土地再評価差額金 △570,014 △570,015

評価・換算差額等合計 △802,416 △537,081

少数株主持分 915,526 963,677

純資産合計 5,908,257 6,486,448

負債純資産合計 27,780,713 30,047,849
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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 28,156,144 23,644,127

売上原価 26,264,056 22,037,633

売上総利益 1,892,088 1,606,493

販売費及び一般管理費 1,672,142 1,559,768

営業利益 219,946 46,725

営業外収益

受取利息配当金 32,253 40,086

負ののれん償却額 195,716 195,717

その他 34,865 37,339

営業外収益合計 262,834 273,143

営業外費用

支払利息 199,935 175,435

為替差損 82,885 270,882

その他 69,317 28,645

営業外費用合計 352,137 474,963

経常利益又は経常損失（△） 130,643 △155,094

特別利益

固定資産売却益 1,914 3,017

投資有価証券売却益 1,334 52

貸倒引当金戻入額 29,118 11,033

受取和解金 75,500 －

その他 6,123 －

特別利益合計 113,989 14,103

特別損失

前期損益修正損 783 －

固定資産除売却損 2,054 1,221

投資有価証券売却損 524 2,617

投資有価証券評価損 12,564 30,320

販売用不動産評価損 13,198 －

貸倒損失 42,649 －

リース解約損 11,008 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,914

過年度退職給付費用 － 10,632

その他 10,877 4,879

特別損失合計 93,657 55,584

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（△）

150,975 △196,575

法人税、住民税及び事業税 57,643 33,888

法人税等調整額 2,458 41,110

法人税等合計 60,101 74,998

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △271,574

少数株主損失（△） △8,113 △35,829

四半期純利益又は四半期純損失（△） 98,987 △235,745
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

150,975 △196,575

減価償却費 214,555 187,378

貸倒損失 42,649 －

負ののれん償却額 △195,716 △195,717

貸倒引当金の増減額（△は減少） △109,150 △17,981

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,412 △6,675

工事損失引当金の増減額（△は減少） 68,600 △169

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,120 8,596

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,153 △33,654

受取利息及び受取配当金 △32,253 △40,086

支払利息 199,935 175,435

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △810 2,565

投資有価証券評価損益（△は益） 12,564 30,320

固定資産売却損益（△は益） △1,914 △3,017

固定資産除却損 2,054 1,221

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,105,744 1,124,009

売上債権の増減額（△は増加） 3,261,584 4,620,893

割引手形の増減額（△は減少） △765,739 △693,829

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,643,946 △36,930

仕入債務の増減額（△は減少） △318,793 △3,063,628

為替差損益（△は益） 845 11,398

立替金の増減額（△は増加） 190,021 △90,107

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,914

その他の流動資産の増減額（△は増加） △27,592 △204,275

その他の流動負債の増減額（△は減少） △194,491 △114,604

長期前払費用の増減額（△は増加） △227 △3,044

その他 3,218 45,049

小計 1,947,668 1,512,487

利息及び配当金の受取額 30,275 64,564

利息の支払額 △205,424 △168,969

法人税等の支払額 △104,998 △152,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,667,521 1,255,970
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（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)

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 △86,336 △185,026

定期預金の払戻による収入 105,330 197,593

有形固定資産の取得による支出 △101,983 △66,277

有形固定資産の売却による収入 5,412 47,998

投資有価証券の取得による支出 △13,361 △80,051

投資有価証券の売却による収入 16,267 18,705

貸付けによる支出 △328,352 △247,475

貸付金の回収による収入 336,877 116,719

その他の支出 △1,755 △9,632

その他の収入 36,370 8,430

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,531 △199,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 47,894,907 44,392,736

短期借入金の返済による支出 △48,243,892 △43,679,897

長期借入れによる収入 820,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,889,042 △1,578,917

社債の発行による収入 － 200,000

自己株式の取得による支出 △17,879 △198

配当金の支払額 △29,678 △29,368

少数株主への配当金の支払額 △14,000 △14,000

その他 － △2,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,479,584 487,909

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,914 △11,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,320 1,533,465

現金及び現金同等物の期首残高 3,690,147 4,179,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,848,467 5,713,257
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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   （参考） 受注実績内訳   (単位：百万円) 

 
(注) （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率であります。 

4. 補足情報

(1) 受注高（個別）

受注高

平成23年３月期第３四半期 25,615 百万円 33.7%

平成22年３月期第３四半期 19,165 百万円 △21.6%

区分
平成23年３月期 平成22年３月期

比較増減 増減率
第３四半期 第３四半期

建 
設 
事 
業

土木

(%) (%) %

官公庁 12,680 (49.5) 9,108 (47.5) 3,572 39.2

民間 1,135 (4.4) 1,353 (7.1) △218 △16.1

計 13,815 (53.9) 10,462 (54.6) 3,353 32.0

建築

官公庁 3,720 (14.5) 1,962 (10.2) 1,758 89.6

民間 8,079 (31.6) 6,740 (35.2) 1,339 19.9

計 11,800 (46.1) 8,703 (45.4) 3,097 35.6

合計

官公庁 16,400 (64.0) 11,071 (57.7) 5,329 48.1

民間 9,215 (36.0) 8,094 (42.3) 1,121 13.8

計 25,615 (100.0) 19,165 (100.0) 6,450 33.7

合計 25,615 (100.0) 19,165 (100.0) 6,450 33.7

(2) 受注予想（個別）

受注高

平成23年３月期予想 32,000 百万円 18.2%

平成22年３月期実績 27,066 百万円 △15.7%
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