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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第193期

第３四半期連結
累計期間

第193期
第３四半期連結
会計期間

第192期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 56,862 21,709 91,138

経常利益（損失）（百万円） △957 627 809

四半期（当期）純利益（損失）

（百万円）
△7,702 △827 607

純資産額（百万円） － 21,500 29,448

総資産額（百万円） － 92,609 100,365

１株当たり純資産額（円） － 172.69 237.27

１株当たり四半期（当期）純利益

（損失）（円）
△62.44 △6.71 4.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 23.0 29.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
10 － △336

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,194 － 6,481

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,331 － △7,662

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 5,098 5,180

従業員数（人） － 810 983

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２. 第192期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

第193期第３四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、四半期純損失

であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

　

　

　

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人）
810  

[75]  

　（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

を含む。）であり、臨時従業員数は[　]内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人）
732  

[71]  

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数

は[　]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び売上の状況】

(1）受注実績

区分
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

建設事業（百万円） 10,326

開発事業等（百万円） 80

合計（百万円） 10,407

(2）売上実績

区分
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

建設事業（百万円） 20,700

不動産事業（百万円） 921

開発事業等（百万円） 87

不動産事業等計（百万円） 1,008

合計（百万円） 21,709

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．当社グループでは建設事業及び開発事業等以外は受注生産を行っておりません。

３．当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

４．売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。

当第３四半期連結会計期間　　　国土交通省　　　 6,108百万円　　　 28.1％
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なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。　

(1)受注高、完成工事高、繰越工事高

期別 区分

期　　首

　繰越工事高

　（百万円）

期　　中

　受注工事高

（百万円）　

計

　（百万円）

期　　中

　完成工事高

　（百万円）

期　　末

繰越工事高　

（百万円）

　当第３四半期累計期間

　（自平成20年４月１日

　　至平成20年12月31日）

　建設事業      

　海上土木 36,980 18,052 55,033 25,094 29,938

　陸上土木　 18,265 11,861 30,127 8,620 21,507

　建築　 26,487 4,190 30,677 18,799 11,877

計 81,733 34,105 115,838 52,514 63,323

　不動産事業等      

　不動産事業 － － － 2,117 －

　開発事業等 37 129 167 112 54

計 37 129 167 2,229 54

合計 81,770 34,235 116,005 54,744 63,378

　前事業年度

　（自平成19年４月１日

　　至平成20年３月31日）

　建設事業      

　海上土木 45,048 22,190 67,239 30,259 36,980

　陸上土木　 25,616 16,271 41,887 23,622 18,265

　建築　 26,235 26,936 53,171 26,684 26,487

計 96,900 65,398 162,299 80,565 81,733

　不動産事業等      

　不動産事業 － － － 4,803 －

　開発事業等 49 198 247 210 37

計 49 198 247 5,013 37

合計　 96,949 65,597 162,547 85,579 81,770

　（注）１．前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額に増減がある場合は、当期受注高にその増減額を含ん

でおります。

　　　　２．期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）であります。

　

　(2)受注工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

　当第３四半期累計期間

　（自平成20年４月１日

　　至平成20年12月31日）

　海上土木 16,542 1,510 18,052

　陸上土木 9,690 2,171 11,861

　建築工事 1,108 3,081 4,190

　計 27,342 6,763 34,105
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　(3)完成工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

　当第３四半期累計期間

　（自平成20年４月１日

　　至平成20年12月31日）

　海上土木 23,155 1,939 25,094

　陸上土木 5,977 2,642 8,620

　建築工事 1,620 17,179 18,799

　計 30,753 21,761 52,514

　

　　（注）売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであります。

当第３四半期会計期間　　　国土交通省　　　 6,108百万円　　　 29.0％

当第３四半期累計期間　　　国土交通省　　　16,330百万円　　　 29.8％

　(4)繰越工事高（平成20年12月31日現在）

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

　当第３四半期累計期間

　（自平成20年４月１日

　　至平成20年12月31日）

　海上土木 26,611 3,326 29,938

　陸上土木 16,521 4,986 21,507

　建築工事 1,794 10,083 11,877

　計 44,927 18,396 63,323

　

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　(1) 業績の状況

　　　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市

場の混乱による景気後退の影響を受け、企業収益の減少、株安・円高の進行、雇用情勢の急激な悪化等により景気

の減速感は一層強まってまいりました。

　建設業界におきましては、継続する公共投資の抑制に加え民間設備投資も力強さを欠き、原料・資材高によるコ

スト上昇や不動産市場の冷え込み等、当社グループを取り巻く環境は厳しい状況で推移しております。

　　　　　

　　　　　このような状況の下で、当社グループは、経営の効率化と業績の向上に努めてまいりました結果、売上高は217億円、

損益につきましては、営業利益７億円、経常利益６億円となりました。

　　　　　これに、特別損失といたしまして事業用資産の減損損失７億円及び希望退職者募集に係る退職加算金４億円を計上

したこと等により、税金等調整前四半期純損失は９億円、四半期純損失８億円となりました。

　　　　　事業の種類別セグメントごとの業績を示すと次のとおりであります。(事業の種類別セグメントごとの業績について

は、セグメント間の内部売上高等を含めて記載しております。)

　　   (建設事業)

　　　　  建設事業を取り巻く環境は、受注競争の激化により厳しい状態が続いております。当社グループはそのような状況

のもと努力を続けてまいりました結果、売上高は207億円、損益につきましては、営業利益は３億円となりました。

　

　　   (不動産事業等)

　      　不動産事業を取り巻く環境は、景気の先行き不透明感などから住宅取得を手控える動きが見られ、厳しい状態　が

続いております。当社グループはこのような状況を考慮の上、販売活動を行いました。その結果、売上高は10億円、

営業利益は３億円となりました。
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　(2) キャッシュ・フローの状況

　        当社グループは、キャッシュ・フローの安定化を図りながら、財務体質の改善・資産の効率化に取り組んでおり

ます。

　        当四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、工事代金の回収及び販売用不動産の

売却に努めました結果、14億円の資金の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有形固定資産の売却により17億円の資金の増加となりま

した。

　        財務活動によるキャッシュ・フローについては、主に期末有利子負債返済のための預金設定により22億円の資

金の減少となりました。

　        以上の結果、現金及び現金同等物四半期末残高は、前連結会計期間末残高から９億円増加し、50億円となりま　し

た。

　

　(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　        当社は、急激に変化する環境変化に対応すべく経営基盤を再構築するために、「中期経営計画(2008年度～2010年

度)」(平成20年10月1日発表)を策定し、取り組んでおります。

　本計画では、臨海部を主体に土木事業に経営資源を集中させ、建築事業を大幅に縮小する「本業収益構造の抜本

的見直しにより安定した黒字体質を築く」を基本方針に、本業収益力の強化、経営効率の改善による経常利益の

確保と、有利子負債の大幅な圧縮による財務体質の改善強化を図ってまいります。

　この計画に全社一丸となって取り組み、実現に向けて邁進するとともに、コーポレートガバナンスを充実させ、

防災活動や地域交流等の社会貢献活動を推進することにより、真に信頼される企業となることを目指してまいり

ます。

　本計画の主な施策及び計画最終年度である2010年度の業績目標は以下のとおりです。

　        ・主な施策

    (1)本業収益力の強化と経営効率の改善により安定した黒字体質の構築

　　　 A.本業収益力の強化

　　　　 ①総合評価落札方式への対応を強化

　　　　　 ・本支店、現場の連携強化と営業・工事一体による体制の確立

　　　　　 ・積算、情報収集能力の向上

　　　　　 ・案件の絞り込みと獲得率の向上

　　　　 ②現場マネジメント力の強化による工事粗利益率の向上

　　　　 ③建築工事の徹底した選別受注、目標案件の絞り込み

       B.経営効率の改善

　　　　 ①事業規模に合わせたスリムな組織・管理体制の構築

         ②組織・管理体制の効率化及び人員体制の確立による経費の削減

　　(2)財務体質の改善強化

　　　 保有不動産の売却促進、工事収支改善による有利子負債の大幅な圧縮

　        2010年度の業績目標（単体）

　 目　標 　

　受注高 58,000百万円　

　売上高 64,400百万円　

　経常利益 1,000百万円　

　期末有利子負債残高 10,000百万円　

　ＤＥＲ（有利子負債／自己資本） 0.6倍　

　(4) 研究開発活動

　　　　　当第３四半期連結会計期間における研究開発費は35百万円でありました。なお、当第３四半期連結会計期間におい

て、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　　　　　なお、連結子会社では特筆すべき研究開発活動を行っておりません。

　

　(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　　　　当社グループの運転資金需要の主なものは、工事施工に伴う材料費・外注費等の営業費用であり、当該支出は、工事

代金及び短期借入で賄っております。また、設備投資資金等については、工事代金及び長期借入により調達するこ

とにしております。　

　　　　　平成20年12月31日現在の有利子負債は、短期借入金233億円、長期借入金13億円、社債18億円となっており、約定弁済

を進めたものの、前四半期連結会計期間末に比べ１億円の有利子負債増加となりました。当社は、今後とも財務体

質の改善・効率化を推し進め、有利子負債の圧縮を図る方針であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却計画は以下のとおりであります。

　当社本社事業所において、寮・社宅等の共通資産1,537百万円（土地1,174百万円、建物362百万円）及び不動産事業

における賃貸資産2,353百万円（土地2,159百万円、建物194百万円）の売却を予定しております。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 240,000,000

計 240,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 129,649,939 129,649,939
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 129,649,939 129,649,939 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

　平成20年10月１日～　　　

　　　　平成20年12月31日
－ 129,649,939 － 15,431 － 3,857

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　　　      当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、　　記

載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　　　①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） －            － 　－

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式   6,281,000 －   単元株式数　1,000株

完全議決権株式（その他）  普通株式 123,137,000 123,137
　単元株式数　1,000株

　　　　（注）１

単元未満株式  普通株式     231,939 －
　１単元（1,000株）

　未満の株式（注）２

発行済株式総数 129,649,939 －   －

総株主の議決権           － 123,137   －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、33,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数33個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が740株含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　若築建設株式会社
東京都目黒区下目黒

二丁目23番18号　
6,281,000 － 6,281,000 4.85

計 － 6,281,000 － 6,281,000 4.85

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

平成20年
５月

平成20年
６月

平成20年
７月

平成20年
８月

平成20年
９月

平成20年
10月

平成20年
11月

平成20年
12月

最高（円） 92 90 101 85 64 51 38 47 38

最低（円） 68 80 81 54 47 34 26 37 32

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　(1)退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

　取締役兼常務執行役員 建設事業部門担当役員　 清水　幸太郎　 平成20年９月12日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第

14号）に準じて記載しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 ※1
 7,502 5,180

受取手形・完成工事未収入金等 ※5
 25,157 28,637

販売用不動産 ※1
 16,580

※1
 17,669

未成工事支出金等 8,735 6,529

繰延税金資産 1,168 1,170

立替金 2,872 5,402

その他 2,613 1,558

貸倒引当金 △179 △223

流動資産合計 64,450 65,925

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 ※1
 5,617

※1
 7,387

機械、運搬具及び工具器具備品 4,560 4,598

船舶 5,046 5,131

土地 ※1
 10,569

※1
 12,376

建設仮勘定 5 －

減価償却累計額 △11,164 △12,028

有形固定資産計 14,633 17,465

無形固定資産

その他 109 120

無形固定資産計 109 120

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 12,150

※1
 12,849

その他 ※3
 1,488

※3
 4,230

貸倒引当金 ※3
 △241

※3
 △252

投資その他の資産計 13,397 16,828

固定資産合計 28,140 34,414

繰延資産 18 25

資産合計 92,609 100,365
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※5
 26,339 26,089

1年内償還予定の社債 ※1
 1,160 956

短期借入金 ※1
 23,381

※1
 21,505

未払法人税等 63 111

未成工事受入金 7,383 8,303

引当金 232 217

その他 4,931 3,349

流動負債合計 63,492 60,532

固定負債

社債 ※1
 700 1,660

長期借入金 ※1
 1,349

※1
 2,399

再評価に係る繰延税金負債 2,036 2,518

退職給付引当金 3,195 3,454

その他 334 353

固定負債合計 7,616 10,384

負債合計 71,108 70,917

純資産の部

株主資本

資本金 15,431 15,431

資本剰余金 5,154 7,464

利益剰余金 222 5,220

自己株式 △691 △691

株主資本合計 20,117 27,425

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △137 127

土地再評価差額金 1,323 1,719

評価・換算差額等合計 1,186 1,846

少数株主持分 196 176

純資産合計 21,500 29,448

負債純資産合計 92,609 100,365
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高

完成工事高 54,496

兼業事業売上高 2,365

売上高合計 56,862

売上原価

完成工事原価 51,777

兼業事業売上原価 1,492

売上原価合計 53,269

売上総利益

完成工事総利益 2,718

兼業事業総利益 873

売上総利益合計 3,592

販売費及び一般管理費 ※1
 3,918

営業損失（△） △326

営業外収益

受取利息 20

受取配当金 24

保険配当金 28

持分法による投資利益 38

その他 22

営業外収益合計 135

営業外費用

支払利息 491

為替差損 258

その他 17

営業外費用合計 766

経常損失（△） △957

特別利益

前期損益修正益 45

固定資産売却益 47

投資有価証券売却益 85

その他 9

特別利益合計 188
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

特別損失

前期損益修正損 46

固定資産売却損 199

固定資産除却損 4

減損損失 ※3
 1,815

退職特別加算金 446

貸倒引当金繰入額 1,803

その他 329

特別損失合計 4,643

税金等調整前四半期純損失（△） △5,413

法人税、住民税及び事業税 114

法人税等調整額 2,155

法人税等合計 2,269

少数株主利益 19

四半期純損失（△） △7,702
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高

完成工事高 20,700

兼業事業売上高 1,008

売上高合計 21,709

売上原価

完成工事原価 19,277

兼業事業売上原価 531

売上原価合計 19,809

売上総利益

完成工事総利益 1,423

兼業事業総利益 476

売上総利益合計 1,900

販売費及び一般管理費 ※1
 1,183

営業利益 716

営業外収益

受取利息 6

受取配当金 3

持分法による投資利益 312

その他 7

営業外収益合計 329

営業外費用

支払利息 159

為替差損 254

その他 4

営業外費用合計 418

経常利益 627

特別利益

前期損益修正益 12

固定資産売却益 42

その他 10

特別利益合計 65

特別損失

前期損益修正損 10

固定資産売却損 196

固定資産除却損 1

減損損失 ※3
 774

退職特別加算金 446

その他 219

特別損失合計 1,647

税金等調整前四半期純損失（△） △954

法人税、住民税及び事業税 26

法人税等調整額 △155

法人税等合計 △129

少数株主利益 2

四半期純損失（△） △827
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20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損失（△） △5,413

減価償却費 337

減損損失 1,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54

退職給付引当金の増減額（△は減少） △259

その他の引当金の増減額（△は減少） 15

受取利息及び受取配当金 △44

支払利息 491

持分法による投資損益（△は益） △38

有価証券売却損益（△は益） △72

固定資産除売却損益（△は益） 156

売上債権の増減額（△は増加） 3,479

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,205

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,089

仕入債務の増減額（△は減少） 249

未成工事受入金の増減額（△は減少） △919

その他の資産の増減額（△は増加） 1,547

その他の負債の増減額（△は減少） 493

その他 1

小計 668

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △560

法人税等の支払額 △140

営業活動によるキャッシュ・フロー 10

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 △161

有形固定資産の売却による収入 1,827

投資有価証券の取得による支出 △136

投資有価証券の売却による収入 555

貸付けによる支出 △194

貸付金の回収による収入 123

その他 179

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,194

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） 2,136

長期借入れによる収入 605

長期借入金の返済による支出 △1,915

社債の償還による支出 △756

配当金の支払額 △2

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

預金の担保提供による支出 △2,399

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,331

現金及び現金同等物に係る換算差額 45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81

現金及び現金同等物の期首残高 5,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,098
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【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】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（完成工事高及び完成工事原価計上基準の

変更）

　請負工事に係る収益の計上基準について

は、従来、請負金額５億円以上かつ工期１年

超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）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、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、第１四半期連結会計期間に着手し

た工事契約から、当第３四半期連結会計期

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、当第３四半期連結累計期間の

完成工事高は8,324百万円増加し、営業損

失、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失は794百万円減少となりました。

　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。

【簡便な会計処理】

　　　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社の機械装置については、第１四半期連結会計期間より

一部の資産の耐用年数を変更しております。

　この変更は、法人税法の改正を契機として、保有する機械

装置の利用状況を見直したものであります。

　この変更による影響は軽微であります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．このうち下記のとおり担保に供しております。

　(1)（イ）担保差入資産

　 　 百万円

現金預金 2,399  

販売用不動産 16,403  

建物 2,067  

土地 9,377  

　　計 30,248  

　

　　（ロ）担保付債務

　 　 百万円

社債（１年以内償還予定） 1,140  

短期借入金　 18,182  

社債 660  

長期借入金 3,161  

　　 （１年以内返済予定額を含む）

※１．このうち下記のとおり担保に供しております。

　(1)（イ）担保差入資産

　 　 百万円

販売用不動産 197  

建物 689  

土地 1,342  

　　計 2,229  

　

　

　　（ロ）担保付債務

　 　 百万円

短期借入金 100  

長期借入金 2,100  

　　（１年以内返済予定額を含む）

　(2)上記の他、投資有価証券27百万円を非連結子会社と金

融機関との間で締結した貸付契約に基づく債務の担

保に供しております。

　(2)上記の他、投資有価証券27百万円を非連結子会社と金

融機関との間で締結した貸付契約に基づく債務の担

保に供しております。

　２．保証債務

　　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っております。

　 　 百万円

門司港開発㈱ 1,623  

全国漁港漁村振興漁業協同組

合連合会
233  

その他 123  

　　計 1,979  

　

　２．保証債務

　　　連結会社以外の下記の相手先の金融機関等からの借入

に対し、債務保証を行っております。

　 　 百万円

門司港開発㈱ 1,768  

全国漁港漁村振興漁業協同組

合連合会
233  

その他 127  

　　計 2,129  

　

※３．資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

　

　　　投資その他の資産　　　 2,875百万円

　

※３．資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

　

　　　投資その他の資産　　1,510百万円

　

　──────

　　　

　 　 　

　   

　   

　　　   

　

　４．コミットメントライン

　　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミット
メントライン（特定融資枠）契約を締結しておりま
す。

　 　 百万円

　コミットメントライン契約の総額 8,200  

　借入実行残高 6,642  

　　　　差引額 1,558  

※５．四半期連結会計期間末日満期手形　

　　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日で

あったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、

四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　 　
百万円

　

　受取手形 327  

　支払手形 57  

──────
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

　

　 　 百万円

　従業員給料手当 1,563  

　退職給付費用 169  

　

　２．当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業

において、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３四半期連結累

計期間における売上高に比べ、第４四半期連結累計期

間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があ

ります。

※３．当第３四半期連結累計期間において、当社は以下の

資産または資産グループについての減損損失を計上し

ております。

用途 種類 場所 件数

　営業所等 土地・建物　 千葉県等　 32件　

　賃貸用資産 土地　 福岡県　 １件　

　遊休資産 土地　 宮城県　 １件　

　　減損損失を認識した賃貸用資産及び遊休資産について　　

は、それぞれ個別の物件毎にグルーピングしております。

　上記資産の保有方針の変更により、上記資産または資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失1,815百万円（営業所等・土地936百万円、営

業所等建物750百万円、賃貸用資産・土地127百万円、遊休

資産・土地１百万円）として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産または資産グループの回収可能価額は正

味売却価額を採用し、正味売却価額は路線価額等を合理的

に調整し処分費用等を加味して評価しております。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

　

　 　 百万円

　従業員給料手当 493  

　退職給付費用 50  

　

　２．当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業

において、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１四半期連結会

計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に

比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多く

なるといった季節的変動があります。

※３．当第３四半期連結会計期間において、当社は以下の

資産または資産グループについての減損損失を計上し

ております。

用途 種類 場所 件数

　営業所等 土地・建物　 千葉県等　 ９件　

　　減損損失を認識した賃貸用資産及び遊休資産について　　

は、それぞれ個別の物件毎にグルーピングしております。

　上記資産の保有方針の変更により、上記資産または資産

グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失774百万円（営業所等・土地181百万円、営業

所等建物592百万円）として特別損失に計上しておりま

す。

　なお、当該資産または資産グループの回収可能価額は正

味売却価額を採用し、正味売却価額は路線価額等を合理的

に調整し処分費用等を加味して評価しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

　（平成20年12月31日現在）

　 （百万円）

　現金及び預金勘定 7,502

　担保に供している資産 △2,399

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △5

　現金及び現金同等物 5,098
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　129,649,939株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　6,283,128株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動

　前連結会計年度の欠損填補のため資本剰余金から利益剰余金へ2,309百万円を振替えております。

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）

　
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 20,700 1,008 21,709 － 21,709

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 21 21 (21) －

計 20,700 1,030 21,731 (21) 21,709

営業利益 332 383 716 － 716

　（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集計区分を勘案して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

不動産事業等：不動産の賃貸・販売・管理に関する事業他

３．第１四半期連結会計期間において、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

の通り、完成工事高及び完成工事原価計上基準の変更を行いました。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結会計期間の建設事業の完成工事高は3,679

百万、営業利益は500百万円増加しております。

　

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　
建設事業
（百万円）

不動産事業等
（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 54,496 2,365 56,862 － 56,862

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
18 70 88 (88) －

計 54,514 2,436 56,950 (88) 56,862

営業利益（△損失） △863 536 △326 － △326

　（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集計区分を勘案して区分しております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業
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不動産事業等：不動産の賃貸・販売・管理に関する事業他

３．第１四半期連結会計期間において、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

の通り、完成工事高及び完成工事原価計上基準の変更を行いました。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の建設事業の完成工事高は8,324

百万円増加し、営業損失は794百万円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　在外連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載をしておりません。

　

【海外売上高】

　当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 172.69円 １株当たり純資産額 237.27円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益（損失）
金額

△62.44円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益（損失）
金額

△6.71円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益（損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（損失）（百万円） △7,702 △827

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（損失）（百万円） △7,702 △827

期中平均株式数（千株） 123,368 123,367

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

　

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月12日

若築建設株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 伯川　志郎　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内　髙司　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている若築建設株式会社の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、若築建設株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　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、会社は第１四半期連結会計期間から工

事契約に関する会計基準の適用が認められることとなったため、この会計基準を適用し四半期連結財務諸表を作成してい

る。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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