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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 1,522 0.6 △236 ― △236 ― △236 ―

21年3月期第1四半期 1,513 ― △208 ― △203 ― △183 ―

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 △30.17 ―

21年3月期第1四半期 △23.35 ―

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 9,486 1,861 19.6 237.14
21年3月期 11,035 2,119 19.2 270.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,861百万円 21年3月期  2,119百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 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

4,500 △4.4 △355 ― △370 ― △380 ― △48.41

通期 14,500 1.1 125 53.1 75 8.2 25 △57.8 3.19
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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  無  
（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、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。 

(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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。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場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 7,850,000株 21年3月期  7,850,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,110株 21年3月期  1,110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 7,848,890株 21年3月期第1四半期 7,849,088株
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(1)経営成績の分析  

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の停滞と同じく、回復には至らず、厳しい状況で推

移いたしました。 

また、当社グループと関係が深い建設業界におきましては、依然、建設投資の縮小と競争激化の中で、引き続き

厳しい受注環境で推移いたしました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の受注高は27億61百万円（前年同期比20.5％増）、売上高は15億22百万円

（同0.6％増）、繰越高は47億33百万円（同23.2％減）となりました。利益につきましては、営業損失2億36百万円

（前年同期 営業損失2億8百万円）、経常損失2億36百万円（前年同期 経常損失2億3百万円）、四半期純損失2億

36百万円（前年同期 四半期純損失1億83百万円）となりました。 

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、四半期の業績に

季節的変動があります。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

ア．建設事業 

建設事業においては、建設投資の縮小と競争激化等、厳しい受注環境で推移いたしました。この結果、受注高

は20億79百万円（前年同期比37.5％増）となり、そのうち工事別内訳は、建築74.4％、土木25.6％となりまし

た。売上高は、11億49百万円（同8.0％増）となり、そのうち工事別内訳は、建築74.5％、土木25.5％となりま

した。繰越高は、42億43百万円（同24.7％減）となり、そのうち工事別内訳は、建築61.7％、土木38.3％となり

ました。営業損失は、1百万円（前年同期 営業損失12百万円）となりました。 

イ．環境事業 

   受注高は4億93百万円（前年同期比13.6％減）、売上高は1億84百万円（同23.9％減）、繰越高は4億89百万円

（同6.9％減）となりました。営業損失は1百万円（前年同期 営業利益9百万円）となりました。 

ウ．不動産事業 

      受注高及び売上高は、31百万円（前年同期比56.1％増）となりました。営業損失は、29百万円（前年同期 営

業損失11百万円）となりました。 

エ．その他事業 

   受注高及び売上高は、1億56百万円（前年同期比16.1％減）となりました。営業損失は、10百万円（前年同期

営業損失6百万円）となりました。 

  

(1)財政状態の分析 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は94億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億48百万円減少いたし

ました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等であります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は76億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億90百万円減少いた

しました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少等であります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は18億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億58百万円減少いた

しました。主な要因は、利益剰余金の減少であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に

比べ2億94百万円減少し、8億69百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、3億50百万円（前年同期比51.2％減）となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純損失2億34百万円、たな卸資産の増加額4億44百万円、仕入債務の減少額11億59百万円、未払消費税等の減

少額38百万円の資金の減少があった一方で、売上債権の減少額18億49百万円、未成工事受入金の増加4億9百万円等

があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、8百万円（前年同期 35百万円使用）となりました。これは主に、投資有価証券

の取得による支出1百万円、有形固定資産の取得による支出6百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、6億37百万円（前年同期 7億76百万円使用）となりました。これは、長期借入

金の返済による支出1億93百万円、短期借入金純減少額4億4百万円、配当金の支払額39百万円によるものでありま

す。 

  

   平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表しました「平成21年３月期決算短信」にお

ける業績予想に変更はありません。    

 該当事項はありません。   

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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。   

① 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、工事金額２億円以上かつ工期１年以上の工事については工

事進行基準を、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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、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もりは原価比例法）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166,475千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

7,773千円減少しております。 

   なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

② 役員退職慰労金引当金  

   役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しておりましたが、平成21年6月26日開催の定時株主総会の決議により役員退職慰労金制度を廃止い

たしました。 

   そのため、同制度の廃止に伴い、役員退職慰労引当金残高のうち対象となる金額170,697千円を「長期未払金」

に計上しております。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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：千円）

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 945,788 1,240,744

受取手形・完成工事未収入金等 2,058,664 3,907,328

販売用不動産 969,382 1,028,794

未成工事支出金 869,461 378,040

不動産事業支出金 23,876 13,463

繰延税金資産 107,288 106,869

その他 339,918 195,533

貸倒引当金 △10,253 △13,180

流動資産合計 5,304,127 6,857,592

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,222,910 1,222,910

機械、運搬具及び工具器具備品 687,540 682,955

土地 1,687,558 1,688,828

リース資産 15,600 15,600

建設仮勘定 636 8,689

減価償却累計額 △1,174,354 △1,160,010

有形固定資産計 2,439,891 2,458,973

無形固定資産   

のれん 29,758 32,176

その他 25,461 18,257

無形固定資産計 55,220 50,433

投資その他の資産   

投資有価証券 1,350,024 1,329,108

リース債権 176,952 178,113

その他 204,952 206,362

貸倒引当金 △44,320 △45,205

投資その他の資産計 1,687,609 1,668,379

固定資産合計 4,182,721 4,177,787

資産合計 9,486,848 11,035,380
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（単位：千円）

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 2,132,398 3,291,796

短期借入金 2,879,000 3,283,317

1年内返済予定の長期借入金 514,079 623,280

未払法人税等 4,764 30,942

未成工事受入金 916,085 528,217

賞与引当金 258,651 198,499

完成工事補償引当金 11,655 11,655

工事損失引当金 8,855 5,525

その他 332,550 288,389

流動負債合計 7,058,040 8,261,623

固定負債   

長期未払金 170,697 －

長期借入金 112,109 196,333

繰延税金負債 32,174 27,338

再評価に係る繰延税金負債 153,066 153,164

退職給付引当金 47,181 48,265

役員退職慰労引当金 － 176,660

その他 52,300 52,676

固定負債合計 567,529 654,439

負債合計 7,625,570 8,916,062

純資産の部   

株主資本   

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 752,412 1,028,320

自己株式 △168 △168

株主資本合計 2,066,748 2,342,656

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,745 15,693

土地再評価差額金 △239,303 △239,157

評価・換算差額等合計 △205,557 △223,464

少数株主持分 87 125

純資産合計 1,861,278 2,119,317

負債純資産合計 9,486,848 11,035,380
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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：千円）

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 1,513,906 1,522,833

売上原価 1,409,253 1,446,504

売上総利益 104,653 76,328

販売費及び一般管理費 312,811 313,139

営業損失（△） △208,158 △236,810

営業外収益   

受取利息 258 206

受取配当金 14,334 17,065

受取賃貸料 1,388 2,048

負ののれん償却額 9,267 624

その他 3,674 2,966

営業外収益合計 28,923 22,911

営業外費用   

支払利息 19,154 18,101

その他 4,799 4,521

営業外費用合計 23,953 22,623

経常損失（△） △203,189 △236,522

特別利益   

固定資産売却益 191 －

貸倒引当金戻入額 23,763 3,878

その他 4 0

特別利益合計 23,959 3,878

特別損失   

固定資産売却損 446 －

固定資産除却損 323 50

投資有価証券売却損 158 －

減損損失 － 1,269

その他 75 45

特別損失合計 1,003 1,365

税金等調整前四半期純損失（△） △180,234 △234,009

法人税等 3,179 2,837

少数株主損失（△） △93 △38

四半期純損失（△） △183,319 △236,808
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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損失（△） △180,234 △234,009

減価償却費 19,570 19,070

減損損失 － 1,269

のれん償却額 △8,225 417

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,044 △3,811

賞与引当金の増減額（△は減少） 76,400 60,151

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 3,564 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 3,330

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,813 △1,083

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,104 △176,660

受取利息及び受取配当金 △14,592 △17,271

支払利息 19,154 18,101

持分法による投資損益（△は益） 3,729 3,417

有形固定資産除却損 323 50

有形固定資産売却損益（△は益） 255 －

投資有価証券売却損益（△は益） 158 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,341,217 1,849,683

たな卸資産の増減額（△は増加） △909,814 △444,985

リース債権の増減額（△は増加） － 1,082

未収入金の増減額（△は増加） 107,011 27,285

その他の流動資産の増減額（△は増加） △194,833 △168,714

仕入債務の増減額（△は減少） △1,093,768 △1,159,398

未成工事受入金の増減額（△は減少） 502,887 409,518

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,985 △38,553

未払金の増減額（△は減少） △7,691 △8,924

未払費用の増減額（△は減少） 9,822 △5,941

前受金の増減額（△は減少） 3,534 1,683

その他の流動負債の増減額（△は減少） 134,090 74,292

長期未払金の増減額（△は減少） － 170,697

その他 △1,230 △3,574

小計 738,383 377,123

利息及び配当金の受取額 14,592 17,527

利息の支払額 △18,982 △18,105

法人税等の支払額 △15,349 △25,637

営業活動によるキャッシュ・フロー 718,643 350,908

－8－

常磐開発（株）　（１７８２）　平成22年３月期　第１四半期決算短信



（単位：千円）

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) 

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 △13,950 △13,200

定期預金の払戻による収入 6,000 13,204

投資有価証券の取得による支出 △16,271 △1,701

投資有価証券の売却による収入 5 －

貸付けによる支出 △662 △300

貸付金の回収による収入 3,551 636

有形固定資産の取得による支出 △14,320 △6,276

有形固定資産の売却による収入 7,121 －

無形固定資産の取得による支出 △8,400 △620

無形固定資産の売却による収入 28 －

その他 1,680 36

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,216 △8,220

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） △625,975 △404,317

長期借入れによる収入 20,000 －

長期借入金の返済による支出 △131,260 △193,425

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △651

配当金の支払額 △39,250 △39,244

財務活動によるキャッシュ・フロー △776,485 △637,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,058 △294,950

現金及び現金同等物の期首残高 1,056,308 1,164,789

現金及び現金同等物の四半期末残高 963,249 869,838
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 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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

建設事業：事務所・庁舎、宿泊施設、店舗、娯楽施設、工場・発電所、倉庫・流通施設、住宅、教育・研

究・文化施設、医療・福祉施設、浄排水処理施設、治山・治水、上・下水道、土地造成、道路、

法面保護、造園植栽工事などの設計・施工及び請負、消火施設工事の設計・監理・施工並びに請

負・維持管理、鋼構造物の製造及び各種機械器具設置工事の請負 

環境事業：環境関係測定分析、作業環境測定、環境調査、燃料分析、水質分析、食品衛生検査、土質試験、

ビル管理、浄排水処理施設維持管理、電気・空調・給排水・衛生設備維持管理、産業廃棄物中間

処理、建築物及び附帯設備の関連機器販売 

不動産事業：住宅及び宅地の販売、不動産の仲介 

その他事業：警備、防犯・防災機器器具・介護用品機器の販売・レンタル、居宅介護支援・サービス、建築

機器の販売、造園緑地維持管理 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、190,741千円であり、その主な

ものは、連結財務諸表提出会社の総務、経理等の本社部門に係る費用であります。 

（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〕

  
建設事業 
（千円） 

環境事業
（千円） 

不動産事
業 
（千円） 

その他事
業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1)外部顧客に対する売

上高 
 1,064,454  242,336  20,191  186,925  1,513,906  －  1,513,906

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 427  3,839  －  7,788  12,055 (12,055)  －

計  1,064,881  246,175  20,191  194,713  1,525,962 (12,055)  1,513,906

営業損益 (12,103)  9,753 (11,989) (6,145) (20,485) (187,673) (208,158)

  
建設事業 
（千円） 

環境事業
（千円） 

不動産事
業 
（千円） 

その他事
業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                                          

(1)外部顧客に対する売

上高 
 1,149,955  184,464  31,516  156,897  1,522,833  －  1,522,833

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 248  5,007  －  10,830  16,086 (16,086)  －

計  1,150,203  189,472  31,516  167,727  1,538,919 (16,086)  1,522,833

営業損益 (1,949)  (1,687) (29,601) (10,534) (43,772) (193,037) (236,810)
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４．「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間より「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もりは原価比例法）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。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の「建設事業」の売上高は

166,475千円増加し、営業損失は7,773千円減少しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間において本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない

ため、該当事項はありません。    

 当第１四半期連結累計期間において海外売上高はないため、該当事項はありません。   

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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① 受注高（連結） 

② 売上高（連結） 

③ 繰越高（連結） 

  

６．その他の情報

  

  

 区分 

平成20年3月期第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  

平成21年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成20年４月１日  

至 平成21年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建設事業 １，５１２ ２，０７９  １３７．５ ９，５６４  

 環境事業 ５７１ ４９３ ８６．４ １，４９７  

 その他事業 ２０７ １８８ ９１．０ １，３８１  

 合 計 ２，２９１ ２，７６１  １２０．５ １２，４４３  

  

  

 区分 

平成20年3月期第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  

平成21年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成20年４月１日  

至 平成21年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建設事業 １，０６４ １，１４９  １０８．０ １１，４３９  

 環境事業 ２４２ １８４ ７６．１ １，５１４  

 その他事業 ２０７ １８８ ９１．０ １，３８１  

 合 計 １，５１３ １，５２２  １００．６ １４，３３５  

  

  

 区分 

平成20年3月期第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  

平成21年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成20年４月１日  

至 平成21年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建設事業 ５，６３８ ４，２４３  ７５．３ ３，３１４  

 環境事業 ５２６ ４８９ ９３．１ １８０  

 その他事業 － － － － 

 合 計 ６，１６４ ４，７３３  ７６．８ ３，４９４  

－12－

常磐開発（株）　（１７８２）　平成22年３月期　第１四半期決算短信




