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(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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

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す。また、四半期連

結財務諸表に対する四半期レビュー手続は本日終了する予定です。 

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、

【添付資料】Ｐ.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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

  新規 ― 社 （  ―  )、除外 ― 社 (  ―  )

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 282,563,598株 22年３月期 275,313,598株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 433,656株 22年３月期 425,236株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 281,642,522株 22年３月期３Ｑ 274,846,585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)



  
  

 
(注) 23年３月期の期末の配当について、配当予想額は未定です。 

  

 

業績予想については、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大きく異なる可能性があります。なお、上記業績予想（平成23年３月期の個別業績

予想）については、平成22年５月14日付の公表から変更ありません。 
  
  
  

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

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

22年３月期

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 8.45 8.45

第三回Ｃ種優先株式 ─ 0.00 ─ 67.25 67.25

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 67.25 67.25

23年３月期

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

第三回Ｃ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

個別業績予想

平成23年３月期の個別業績予想（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 248,000 △9.9 2,600 △34.6 1,800 △41.5 1,000 △34.3 3.54

※ 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、政府による景気対策やアジア地域における内需を

中心とした景気の拡大が下支えとなり、景気は緩やかな回復の動きが見られました。しかしながら一方

で、円高の影響や景気対策終了に伴う反動等の景気の下振れ懸念も残り、依然として先行き不透明な状

況で推移しました。 

国内建設市場につきましては、首都圏及び近畿圏で分譲マンション市場に回復の兆しが窺えるとは言

え、企業の設備投資は依然として力強さが見られない上、公共投資は引き続き減少しており、受注環境

は極めて厳しい状況が続きました。 

こうした状況下、当社グループの第３四半期連結累計期間における業績は、売上高2,089億円（前年

同四半期比240億円減少）、経常利益19億円（前年同四半期比７億円減少）、四半期純利益12億円（前

年同四半期比６億円減少）となりました。 

なお、通常の営業形態として、工事の完成引渡しが第４四半期に偏るという季節要因があるため、第

３四半期までの経営成績は、一般的に通期の業績予想に対する進捗率が低くなる傾向があります。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は2,123億円となり、前連結会計年度末に比べて103億円減少し

ました。資産の部では受取手形・完成工事未収入金等の減少58億円、負債の部では支払手形・工事未払

金等の減少279億円が主な要因です。また、当第３四半期会計期間末の純資産は203億円となり、自己資

本比率は8.4％となりました。 

  

平成23年３月期の通期業績予想につきまして、現時点においては、平成22年５月14日付の公表から変

更はありません。 

  

  

「1. 当四半期決算に関する定性的情報」における金額の表示（億円単位）については、単位未満四

捨五入により表示しています。 

  

1. 当四半期決算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。 

  

（簡便な会計処理） 
①貸倒見積高を算定する方法 

一般債権の貸倒見積高の算定については、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見積率を使用しています。 
  

②棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定については、当社及び連結子会社の一部においては実
地棚卸を省略し、前連結会計年度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いま
す。 
  

③固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しています。 
  

④繰延税金資産の回収可能性の判断 
繰延税金資産の回収可能性の判断については、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ので、前連結会計年度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います。 

  
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の算定方法 
当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用
後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積り実効税率を乗じて算定し
ています。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 
①「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

「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）を第１四半
期連結会計期間から適用しています。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が16百万円、経常利益が19百万円、税金等調

整前四半期純利益が107百万円減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債
務の変動額は、96百万円です。 

  
②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用
関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を第１四
半期連結会計期間から適用しています。 
これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「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）、「『研究開発費等に係る会計基準』
の一部改正」（企業会計基準第23号  平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企
業会計基準第７号  平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号  平
成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企
業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26日）を第１四半期連結会計期間から適用しています。

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：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 21,123 29,768

受取手形・完成工事未収入金等 96,311 102,129

未成工事支出金等 28,340 24,103

その他 17,262 16,853

貸倒引当金 △521 △1,839

流動資産合計 162,516 171,016

固定資産

有形固定資産 23,222 23,315

無形固定資産 2,298 2,409

投資その他の資産

長期営業外未収入金 43,306 45,104

その他 34,489 35,272

貸倒引当金 △53,535 △54,530

投資その他の資産合計 24,260 25,846

固定資産合計 49,781 51,571

資産合計 212,298 222,588
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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 94,474 122,336

短期借入金 33,624 6,642

未成工事受入金 25,222 23,417

完成工事補償引当金 1,257 1,255

工事損失引当金 275 327

訴訟等損失引当金 1,280 1,325

その他 13,292 25,244

流動負債合計 169,428 180,549

固定負債

長期借入金 865 1,197

退職給付引当金 16,069 14,996

その他 5,623 5,533

固定負債合計 22,557 21,727

負債合計 191,986 202,277

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 682 682

利益剰余金 6,040 5,651

自己株式 △241 △241

株主資本合計 18,484 18,096

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △76 37

土地再評価差額金 57 57

為替換算調整勘定 △660 △604

評価・換算差額等合計 △679 △508

少数株主持分 2,506 2,723

純資産合計 20,312 20,310

負債純資産合計 212,298 222,588
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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 232,917 208,940

売上原価 217,621 194,642

売上総利益 15,296 14,298

販売費及び一般管理費 12,120 11,417

営業利益 3,176 2,881

営業外収益

受取利息 197 122

受取配当金 118 41

保険配当金等 125 77

雇用調整助成金 － 138

その他 148 173

営業外収益合計 590 552

営業外費用

支払利息 665 657

為替差損 － 369

その他 483 538

営業外費用合計 1,149 1,565

経常利益 2,617 1,868

特別利益

前期損益修正益 65 112

固定資産売却益 53 9

負ののれん発生益 － 270

投資有価証券売却益 11 3

その他 0 10

特別利益合計 131 407

特別損失

固定資産処分損 17 36

貸倒引当金繰入額 48 437

移転費用 72 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 87

その他 29 29

特別損失合計 168 591

税金等調整前四半期純利益 2,581 1,685

法人税等 580 361

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,324

少数株主利益 146 102

四半期純利益 1,854 1,221
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  【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日)

売上高 85,167 72,678

売上原価 79,547 67,574

売上総利益 5,620 5,103

販売費及び一般管理費 3,957 3,699

営業利益 1,662 1,404

営業外収益

受取利息 66 41

受取配当金 90 11

雇用調整助成金 － 74

その他 193 80

営業外収益合計 350 207

営業外費用

支払利息 282 285

為替差損 － 177

その他 117 153

営業外費用合計 399 616

経常利益 1,613 995

特別利益

前期損益修正益 12 23

固定資産売却益 41 2

負ののれん発生益 － 270

投資有価証券売却益 11 －

その他 0 4

特別利益合計 66 301

特別損失

固定資産処分損 1 21

貸倒引当金繰入額 32 116

移転費用 39 －

その他 － 0

特別損失合計 73 137

税金等調整前四半期純利益 1,605 1,160

法人税等 301 226

少数株主損益調整前四半期純利益 － 934

少数株主利益 114 98

四半期純利益 1,189 835
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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 2,581 1,685

減価償却費 889 1,087

負ののれん発生益 － △270

貸倒引当金の増減額（△は減少） △61 332

退職給付引当金の増減額（△は減少） △384 1,074

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4 2

工事損失引当金の増減額（△は減少） △266 △51

訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） － △45

固定資産処分損益（△は益） △33 7

投資有価証券売却損益（△は益） △11 △3

受取利息及び受取配当金 △315 △163

支払利息 665 657

為替差損益（△は益） 167 417

持分法による投資損益（△は益） △3 △107

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 87

売上債権の増減額（△は増加） 6,855 4,664

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,021 △4,236

その他の資産の増減額（△は増加） 863 288

仕入債務の増減額（△は減少） △25,972 △27,734

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,214 1,821

その他の負債の増減額（△は減少） △8,849 △10,919

その他 12 △36

小計 △27,094 △31,441

利息及び配当金の受取額 386 307

利息の支払額 △832 △866

法人税等の支払額 △798 △932

退職特別加算金等の支払額 △408 △31

移転費用の支払額 － △293

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,747 △33,257
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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

定期預金の純増減額（△は増加） △1,649 △1,523

有形固定資産の取得による支出 △401 △898

有形固定資産の売却による収入 24 42

無形固定資産の取得による支出 △165 △67

投資不動産の取得による支出 △23 －

投資不動産の売却による収入 59 －

投資有価証券の取得による支出 △4 △233

投資有価証券の売却による収入 7 91

子会社株式の取得による支出 － △15

貸付けによる支出 △145 △87

貸付金の回収による収入 249 147

その他 202 321

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,843 △2,222

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） 26,922 26,850

長期借入れによる収入 － 700

長期借入金の返済による支出 △682 △900

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 － △833

少数株主への配当金の支払額 △17 △25

その他 △123 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,098 25,771

現金及び現金同等物に係る換算差額 △153 △363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,645 △10,072

現金及び現金同等物の期首残高 23,995 26,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,349 16,894
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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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4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (要約) 四半期貸借対照表 (個別)

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 前事業年度末に係る要約貸借対照表

(平成22年12月31日) (平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 11,613 19,648

受取手形 640 1,426

完成工事未収入金 85,007 84,889

未成工事支出金 22,812 20,548

立替金 9,101 9,786

その他 16,580 16,343

貸倒引当金 △1,094 △2,399

流動資産合計 144,661 150,242

固定資産

有形固定資産 7,920 7,825

無形固定資産 1,754 1,865

投資その他の資産

長期営業外未収入金 43,723 45,484

その他 34,677 35,402

貸倒引当金 △55,509 △56,398

投資その他の資産合計 22,891 24,488

固定資産合計 32,566 34,178

資産合計 177,227 184,421

負債の部

流動負債

支払手形 33,461 42,380

工事未払金 47,421 62,461

短期借入金 34,486 5,528

未成工事受入金 18,862 20,872

完成工事補償引当金 1,223 1,223

工事損失引当金 207 222

訴訟等損失引当金 1,280 1,325

その他 11,815 22,461

流動負債合計 148,758 156,476

固定負債

長期借入金 523 820

退職給付引当金 14,082 13,060

その他 238 124

固定負債合計 14,844 14,005

負債合計 163,603 170,481

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 601 601

利益剰余金 1,322 1,523

自己株式 △241 △241

株主資本合計 13,685 13,887

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △61 51

評価・換算差額等合計 △61 51

純資産合計 13,624 13,939

負債純資産合計 177,227 184,421
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(2) (要約) 四半期損益計算書 (個別)

  第３四半期累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日
至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

完成工事高 193,591 171,367

完成工事原価 182,570 160,764

完成工事総利益 11,021 10,603

販売費及び一般管理費 9,146 8,445

営業利益 1,875 2,157

営業外収益 630 522

営業外費用 1,080 1,523

経常利益 1,424 1,156

特別利益 103 88

特別損失 195 539

税引前四半期純利益 1,333 704

法人税等 △10 73

四半期純利益 1,343 631

  第３四半期会計期間

（単位：百万円）

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日 (自 平成22年10月１日
至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日)

完成工事高 70,254 57,935

完成工事原価 66,169 54,340

完成工事総利益 4,084 3,594

販売費及び一般管理費 3,036 2,738

営業利益 1,048 856

営業外収益 341 224

営業外費用 373 555

経常利益 1,015 525

特別利益 54 12

特別損失 95 126

税引前四半期純利益 975 410

法人税等 △34 21

四半期純利益 1,010 389
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(％表示は対前期増減率）  

5. 補足情報

(1) 個別受注高・完成工事高・繰越高の状況

 個別受注高
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増  減(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 44,384 30,133 △14,250 △32.1
国内民間 10,139 8,905 △1,233 △12.2
海  外 18,026 17,375 △651 △3.6
合    計 72,550 44.8 56,414 39.8 △16,135 △22.2

建 
築 
工 
事

国内官公庁 7,093 4,228 △2,865 △40.4
国内民間 76,679 65,660 △11,019 △14.4
海  外 5,491 15,473 9,981 181.8
合    計 89,264 55.2 85,361 60.2 △3,903 △4.4

合 
  
 
計

国内官公庁 51,477 [31.8] 34,361 [24.2] △17,116 △33.3
国内民間 86,818 [53.7] 74,565 [52.6] △12,253 △14.1
海  外 23,518 [14.5] 32,849 [23.2] 9,330 39.7

(内グループ) (48,899) (30.2) (41,718) (29.4) (△7,181) △14.7
合    計 161,815 100 141,776 100 △20,038 △12.4

 個別完成工事高
前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

増  減(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 42,576 37,257 △5,319 △12.5
国内民間 15,856 10,861 △4,995 △31.5
海  外 5,877 7,128 1,251 21.3
合    計 64,311 33.2 55,248 32.2 △9,063 △14.1

建 
築 
工 
事

国内官公庁 3,900 5,428 1,528 39.2
国内民間 115,615 103,952 △11,662 △10.1
海  外 9,764 6,738 △3,025 △31.0
合    計 129,280 66.8 116,119 67.8 △13,160 △10.2

合 
  
 
計

国内官公庁 46,477 [24.0] 42,686 [24.9] △3,791 △8.2
国内民間 131,472 [67.9] 114,814 [67.0] △16,658 △12.7
海  外 15,641 [8.1] 13,867 [8.1] △1,774 △11.3

(内グループ) (40,147) (20.7) (37,660) (22.0) (△2,487) △6.2
合    計 193,591 100 171,367 100 △22,224 △11.5

 個別繰越高

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
増  減

(平成21年12月31日) (平成22年12月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 77,825 75,797 △2,028 △2.6
国内民間 18,701 16,094 △2,606 △13.9
海  外 25,465 35,836 10,371 40.7
合    計 121,992 41.6 127,728 48.3 5,736 4.7

建 
築 
工 
事

国内官公庁 6,506 3,381 △3,124 △48.0
国内民間 158,291 117,785 △40,505 △25.6
海  外 6,250 15,333 9,083 145.3
合    計 171,048 58.4 136,501 51.7 △34,546 △20.2

合 
  
 
計

国内官公庁 84,331 [28.8] 79,178 [30.0] △5,152 △6.1
国内民間 176,992 [60.4] 133,880 [50.6] △43,111 △24.4
海  外 31,716 [10.8] 51,170 [19.4] 19,454 61.3

(内グループ) (60,433) (20.6) (79,528) (30.1) (19,094) 31.6
合    計 293,040 100 264,230 100 △28,810 △9.8

(2) 個別受注予想

通期
百万円 ％

23年３月期予想 235,000 △3.8

22年３月期実績 244,325 △12.3
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