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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 318,709 △8.4 △1,045 ― △2,631 ― △683 ―

21年3月期第1四半期 347,894 ― 1,044 ― 1,870 ― 304 ―

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1四半期 △0.64 ―

21年3月期第1四半期 0.29 ―

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1四半期 1,597,454 300,710 17.0 254.92
21年3月期 1,671,482 284,713 15.3 239.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  271,322百万円 21年3月期  255,303百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 2.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

730,000 3.6 5,000 ― △1,000 ― △1,000 ― △0.94

通期 1,610,000 △1.9 33,000 ― 22,000 ― 10,000 ― 9.40
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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）  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、４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、５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 

 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、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる結果と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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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1四半期 1,064,802,821株 21年3月期  1,064,802,821株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  477,682株 21年3月期  471,526株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,064,328,692株 21年3月期第1四半期 1,064,280,213株
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（5）平成 22 年 3月期の個別業績予想（平成 21 年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日） 

  （％表示は、通期は対前期、第 2 四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 
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 
第 2 四半期累計期間 

通    期 
600,000

1,260,000

5.2 

△2.7 

7,000

27,000

－ 

831.6

4,000

20,000

－ 

－ 

2,000 

9,000 

－ 

－ 

1.88

8.46

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 

 

 

【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 

  

当社グループの主たる事業である建設事業及び開発事業は、完成物件の引渡しが下半期、特に第

４四半期に偏るという季節的変動要因があるため、第１四半期の経営成績は、全般的に通期の業績

予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

当第１四半期の経営成績につきましては、売上高は建設事業の減少により前年同期比 8.4％減の

3,187億円、売上総利益は前第１四半期に好採算の大型物件があった開発事業の減少により同17.7％

減の 197 億円となり、通期の業績予想に対する進捗率は各々19.8％、15.7％となりました。 

一方、恒常的に発生する販管費は前年同期比 9.4％減の 208 億円（進捗率 22.4％）となったこと

から、営業損失は 10 億円、経常損失は 26 億円、四半期純損失は 6 億円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

資産合計は、回収に伴う完成工事未収入金の減少等により前連結会計年度末比 740 億円減少し、

1兆 5,974 億円となりました。 

負債合計は、支払に伴う工事未払金の減少等により前連結会計年度末比900億円減少し、1兆 2,967

億円となりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末比 159 億円増加し、3,007

億円となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 

業績予想の前提となる仮定等は下記の通りです。 

・平成 21 年度の日本経済は、在庫調整が進み設備の稼働率が改善する一方、個人消費は伸び悩み、

世界経済の低迷や円高により輸出の本格的な回復も期待できないことから、力強さに欠ける状

況が続くものと思われます。 

・国内建設市場は、公共工事の増加が期待できるものの民間工事の大幅な減少を補うまでには至

らず、需要は大きく減少するものと考えられます。 

・海外建設市場は、一部の国において景気浮揚に向けた大規模な公共建設投資の効果が現れるも

のの、全体的には景気低迷による建設投資の減少が懸念されます。 
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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．簡便な会計処理 

 

（棚卸資産の評価方法） 

   棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産について

のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行な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固定資産の減価償却費の算定方法に関しては、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。 

 

（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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい

変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について著しい変化がないと認められる場

合には、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。 

ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生

状況について著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法に

よっております。 

 

（工事原価総額の見積方法） 

  工事原価総額の見積りに関しては、工事の完成間近で工事原価総額を容易に見積ることが可

能な工事契約及び当四半期連結会計期間末における工事原価総額が、前連結会計年度末又は直

前の四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる

工事契約を除き、前連結会計年度末又は直前の四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額

を、当四半期連結会計期間末における工事原価総額の見積額とする方法によっております。 

 

 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 

（税金費用の計算） 

税金費用に関しては、主として当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

に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

ただし、税金等調整前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じて計算してお

ります。 

なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 
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(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 

 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

完成工事高の計上は、従来、工事完成基準を原則とし、主として請負金額 10 億円以上の長

期工事（工期１年超）については工事進行基準によっておりましたが、当第１四半期連結会

計期間から「工事契約に関する会計基準」（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）を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、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。 

この変更により、従来の基準によった場合に比べ、売上高が 1,311 百万円、売上総利益が

60 百万円それぞれ多く、営業損失及び経常損失が 60 百万円それぞれ少なく、また、税金等調

整前四半期純利益が 60 百万円多く計上されております。 

なお、この変更がセグメント情報に与える影響は「５ 四半期連結財務諸表 （５）セグメ

ント情報」に記載しております。 

また、適用初年度前に着手した工事契約の完成工事高の計上は、工事完成基準を原則とし、

主として請負金額 10 億円以上の長期工事（工期１年超）については工事進行基準を引き続き

適用しております。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 75,017 150,127

受取手形・完成工事未収入金等 409,465 439,426

未成工事支出金 207,876 196,051

たな卸不動産 177,948 173,693

その他のたな卸資産 10,887 10,516

その他 108,031 113,118

貸倒引当金 △506 △895

流動資産合計 988,720 1,082,037

固定資産   

有形固定資産 237,696 236,704

無形固定資産 7,780 10,062

投資その他の資産   

投資有価証券 251,718 223,183

その他 119,433 127,829

貸倒引当金 △7,894 △8,334

投資その他の資産合計 363,256 342,678

固定資産合計 608,733 589,445

資産合計 1,597,454 1,671,482
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 427,044 489,271

短期借入金 236,737 262,157

コマーシャル・ペーパー 29,989 30,946

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未成工事受入金 131,418 121,951

完成工事補償引当金 2,648 2,383

工事損失引当金 13,952 14,126

その他 101,536 123,393

流動負債合計 973,326 1,074,229

固定負債   

社債 30,000 30,000

新株予約権付社債 20,000 －

長期借入金 214,422 218,400

退職給付引当金 25,378 24,647

役員退職慰労引当金 383 864

関係会社事業損失引当金 337 342

環境対策引当金 436 438

その他 32,458 37,847

固定負債合計 323,416 312,539

負債合計 1,296,743 1,386,768

純資産の部   

株主資本   

資本金 112,448 112,448

資本剰余金 79,437 79,437

利益剰余金 58,356 61,178

自己株式 △160 △159

株主資本合計 250,081 252,905

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,294 5,886

繰延ヘッジ損益 △209 △410

土地再評価差額金 △1,535 △1,545

為替換算調整勘定 △1,309 △1,531

評価・換算差額等合計 21,241 2,398

少数株主持分 29,387 29,409

純資産合計 300,710 284,713

負債純資産合計 1,597,454 1,671,482
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

完成工事高 310,289 286,685

開発事業等売上高 37,605 32,024

売上高合計 347,894 318,709

売上原価   

完成工事原価 296,818 272,381

開発事業等売上原価 27,056 26,564

売上原価合計 323,875 298,946

売上総利益   

完成工事総利益 13,470 14,303

開発事業等総利益 10,549 5,459

売上総利益合計 24,019 19,763

販売費及び一般管理費 22,975 20,808

営業利益又は営業損失（△） 1,044 △1,045

営業外収益   

受取配当金 1,875 1,586

為替差益 1,421 －

その他 336 380

営業外収益合計 3,633 1,966

営業外費用   

支払利息 2,056 2,261

租税公課 579 526

その他 171 764

営業外費用合計 2,807 3,552

経常利益又は経常損失（△） 1,870 △2,631

特別利益   

前期損益修正益 618 133

投資有価証券売却益 － 3,094

その他 17 25

特別利益合計 636 3,253

特別損失   

投資有価証券評価損 96 411

固定資産除却損 44 －

その他 37 20

特別損失合計 178 431

税金等調整前四半期純利益 2,327 190

法人税等 1,953 718

少数株主利益 69 155

四半期純利益又は四半期純損失（△） 304 △683
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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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 2,327 190

減価償却費 2,421 2,211

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,246 △182

受取利息及び受取配当金 △2,016 △1,688

支払利息 2,056 2,261

為替差損益（△は益） △1,421 230

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △3,094

売上債権の増減額（△は増加） 70,814 27,672

未成工事支出金の増減額（△は増加） △23,133 △13,260

たな卸不動産の増減額（△は増加） △12,277 △4,255

仕入債務の増減額（△は減少） △63,403 △58,521

未成工事受入金の増減額（△は減少） △13,490 9,398

その他の流動資産の増減額（△は増加） 31,487 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,712 △21,428

その他 △885 △3,416

小計 △22,985 △63,881

利息及び配当金の受取額 1,883 1,402

利息の支払額 △1,112 △1,021

法人税等の支払額 △3,805 △1,943

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,020 △65,443

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △77 △1,643

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1,395 7,351

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,645 △1,586

有形及び無形固定資産の売却による収入 134 105

その他 171 836

投資活動によるキャッシュ・フロー △20 5,064

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） 27,661 △24,017

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 6,986 △956

長期借入れによる収入 7,000 －

長期借入金の返済による支出 △13,500 △5,381

社債の償還による支出 △10,000 －

新株予約権付社債の発行による収入 － 19,609

配当金の支払額 △3,192 △2,128

その他 △208 △204

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,745 △13,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,274 △73,456

現金及び現金同等物の期首残高 92,736 148,348

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△30 △1,002

現金及び現金同等物の四半期末残高 81,432 73,889
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該当事項はありません。 

  

 
   

 
 (注) １ 事業区分の方法 

      日本標準産業分類及び四半期連結損益計算書の売上高集計区分を勘案して区分した。 

    ２ 各事業区分に属する主要な内容 

      建設事業・・・・・土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

      開発事業・・・・・不動産の売買・賃貸・斡旋等不動産全般に関する事業 

      その他の事業・・・不動産管理事業他 

    ３ 会計処理基準等の変更 

      当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

「４ その他 （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」に記載

のとおり、当第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」（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）を適用している。 

この変更により、従来の基準によった場合に比べ、当第１四半期連結累計期間の「建設事業」の売上高が

1,311百万円増加し、営業損失が60百万円減少している。 

    

    

    

    

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

  前第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)

建設事業 
(百万円)

開発事業
(百万円)

その他の事業
(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

310,289 23,009 14,595 347,894 － 347,894

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,380 269 2,947 4,597 (4,597) －

計 311,670 23,279 17,543 352,492 (4,597) 347,894

営業利益又は営業損失(△) △4,669 5,370 370 1,071 (26) 1,044

  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

建設事業 
(百万円)

開発事業
(百万円)

その他の事業
(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

286,685 16,889 15,134 318,709 － 318,709

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,266 212 3,108 9,587 (9,587) －

計 292,952 17,102 18,243 328,297 (9,587) 318,709

営業利益又は営業損失(△) △1,910 60 810 △1,039 (6) △1,045
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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、四半期連結財務諸

表規則様式第二号(記載上の注意９)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。 

    

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、四半期連結財務諸

表規則様式第二号(記載上の注意９)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。 

     

 
 (注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

    ２ 各区分に属する主な国又は地域 

      アジア・・・・・・・マレーシア、台湾、シンガポール、ベトナム、中国 

      中東・アフリカ・・・アラブ首長国連邦、アルジェリア、カタール、トルコ 

      北米・・・・・・・・米国 

    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の「本邦」以外の国又は地域における売上高である。 

       

 
 (注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

    ２ 各区分に属する主な国又は地域 

      アジア・・・・・・・シンガポール、台湾、スリランカ、ベトナム、マレーシア 

      中東・アフリカ・・・アルジェリア、アラブ首長国連邦、カタール、トルコ 

      北米・・・・・・・・米国 

    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の「本邦」以外の国又は地域における売上高である。 

  

  

該当事項はありません。 

  

 

  

【所在地別セグメント情報】

前第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)

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

前第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)

アジア
中東・
アフリカ

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 17,759 41,364 4,973 1,747 65,845

Ⅱ 連結売上高（百万円） 347,894

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 5.1 11.9 1.4 0.5 18.9

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

アジア
中東・
アフリカ

北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,056 44,843 5,414 915 61,229

Ⅱ 連結売上高（百万円） 318,709

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 3.1 14.1 1.7 0.3 19.2

(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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（7）（要約）四半期個別財務諸表 

  ①（要約）四半期個別貸借対照表 

《参 考》

（単位：百万円） 

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 47,045 102,978 

受取手形・完成工事未収入金等 369,294 376,662 

販売用不動産 67,035 62,535 

未成工事支出金等 182,955 178,558 

開発事業等支出金 33,152 30,127 

その他 100,061 104,680 

貸倒引当金 △200 △242 

流動資産合計 799,345 855,299 

固定資産 

有形固定資産 104,668 103,043 

無形固定資産 4,543 6,847 

投資その他の資産 

投資有価証券 294,516 267,169 

その他 138,553 146,044 

貸倒引当金 △28,139 △28,333 

投資その他の資産合計 404,930 384,881 

固定資産合計 514,141 494,772 

資産合計 1,313,486 1,350,072 
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（単位：百万円） 

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30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・工事未払金等 375,836 412,948 

短期借入金 171,331 197,471 

コマーシャル・ペーパー 29,989 30,946 

1年内償還予定の社債 30,000 30,000 

未成工事受入金 111,079 106,849 

完成工事補償引当金 1,848 1,552 

工事損失引当金 13,580 13,546 

その他 121,615 129,000 

流動負債合計 855,280 922,315 

固定負債 

社債 30,000 30,000 

新株予約権付社債 20,000 － 

長期借入金 134,671 136,606 

退職給付引当金 10,154 9,628 

関係会社事業損失引当金 2,459 2,583 

環境対策引当金 393 393 

その他 6,030 11,173 

固定負債合計 203,710 190,384 

負債合計 1,058,991 1,112,699 

純資産の部 

株主資本 

資本金 112,448 112,448 

資本剰余金 79,434 79,435 

資本準備金 41,781 41,781 

その他資本剰余金 37,653 37,653 

利益剰余金 39,743 40,798 

その他利益剰余金 39,743 40,798 

固定資産圧縮積立金 2,948 2,948 

別途積立金 29,500 57,500 

繰越利益剰余金 7,294 △19,650 

自己株式 △160 △159 

株主資本合計 231,466 232,522 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 23,231 5,251 

繰延ヘッジ損益 △201 △401 

評価・換算差額等合計 23,029 4,849 

純資産合計 254,495 237,372 

負債純資産合計 1,313,486 1,350,072 
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  ②（要約）四半期個別損益計算書 

 
  

  

（注） 

1.開示した四半期個別財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象とはなりません。 

2.開示した四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成し、「建設業法施行 

 規則」に準じて記載しております。 

  

   

（単位：百万円） 

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 

完成工事高 279,393 257,538 

開発事業等売上高 7,145 4,212 

売上高合計 286,538 261,750 

売上原価 

完成工事原価 269,978 246,417 

開発事業等売上原価 2,430 3,732 

売上原価合計 272,409 250,149 

売上総利益 

完成工事総利益 9,414 11,120 

開発事業等総利益 4,714 479 

売上総利益合計 14,129 11,600 

販売費及び一般管理費 13,961 12,393 

営業利益又は営業損失（△） 167 △792 

営業外収益 

受取配当金 3,129 2,930 

為替差益 1,506 － 

その他 238 293 

営業外収益合計 4,875 3,223 

営業外費用 

支払利息 1,456 1,692 

租税公課 579 526 

その他 146 805 

営業外費用合計 2,181 3,024 

経常利益又は経常損失（△） 2,861 △593 

特別利益 

投資有価証券売却益 － 3,086 

その他 505 74 

特別利益合計 505 3,160 

特別損失 136 419 

税引前四半期純利益 3,229 2,147 

法人税等 1,559 1,073 

四半期純利益 1,670 1,073 
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（1）追加情報 

当社と連結子会社である大成ロテック㈱は、両社の一体性を高め経営資源を有効に活用するこ

とにより、グループ全体の事業効率を高めることを目的として、株式交換により大成ロテック㈱が

当社の完全子会社となる旨の株式交換契約書を平成21年４月24日付で締結しました。 

 なお、当契約書に記載された株式交換の概要は次のとおりです。 

  

 
 当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ずに株式交換を行

います。 

  

 
 当社は、大成ロテック㈱の効力発生日直前の株主名簿に記載された普通株主（当社を

除く。）の所有する株式数に0.70を乗じた数の当社の普通株式を交付します。 
  

発行予定株式数：25,906,479株 

    

    ６．その他の情報

① 株式交換の日程

平成21年６月25日 定時株主総会にて株式交換契約書承認（大成ロテック㈱）

平成21年９月25日（予定） 上場廃止日（大成ロテック㈱）

平成21年10月１日（予定） 株式交換の効力発生日

② 株式交換比率

会社名 当社
（株式交換完全親会社）

大成ロテック㈱
（株式交換完全子会社）

株式交換比率 １ 0.70
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(2)四半期個別受注の概況 

 

 

　① 個別受注実績

％

(注)1.受注高は、当該四半期までの累計額を表示

    2.％表示は、前年同四半期比増減率

 （参考）受注実績内訳 （単位:百万円）

( %) ( %) %

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )

(  ) (  )
(注)1.（　）内の％表示は、構成比率

    2.当第１四半期累計期間における戸建住宅の受注高は、平成20年10月１日を効力発生日とする企業再編により、当社の戸建

　　　住宅事業等を連結子会社である大成建設ハウジング㈱へ分割したため、実績が０となっております。

　② 個別受注予想

百万円 ％ 百万円 ％

(注)％表示は、前年同期比増減率

△ 11.5

3.7

△ 56.6

百万円

121,048

平成21年3月期第１四半期累計期間

平成22年3月期第１四半期累計期間

8,510

649,311 △　7.3

100.0

通 期

△ 16.1

第２四半期累計期間

1,179,404

31.3

△ 29.2 1,150,000 △　2.5

11,847

56.6△   157,696△ 

39.0△   

71.3△   

平成22年3月期予想 460,000

112,825

1.4 －

17,198 6.2

24.0

合 計

平成21年3月期実績

3.4

100.0 121,048

12,636

76,181

24,007

8,222

93.8

15.7

－

52.7

60,407

102,458

－1.4

44.3

9.4 37,924

60.3

開 発 事 業 等

海 外

計

建

設

事

業

土

木

国 内 民 間

海 外

戸 建 住 宅

戸 建 住 宅

計

261,546

66,789

26,076

3,925

43,962

146,868

3,925

168,090

15,774

4,126

40,712

93,455 10,367

14.6

区 分
平成21年3月期

278,744

合

計

国内官公庁

建

築

国内官公庁

国 内 民 間

海 外

計

平成22年3月期

第１四半期累計期間 第１四半期累計期間

14,541

7.1

13.0

△ 13,917

33.5

5.2

8.6

国内官公庁

国 内 民 間

10.5

8.4

29,421

23,321

123,546

100.0△  

63,139△  

3,925△   

49.9

88.9△   

71.6△   

比 較 増 減

20,911△  

7,547△   

83,088△  

10,414△  

56.9△   

52.2△   

148,720△ 

70,687△  

8,975△   

48.1△   

64.1△   

100.0△  3,925△   

42,782△  

93.2

6.8

65,632△  

31,326△  

－

84.6

10.5

62.9

19.8

受　注　高

278,744

45.4

増 減 率

54,629△  －

51.1△   

71.1△   

32.4△   
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