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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194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194期
第３四半期連結
会計期間

第193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21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年

12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 56,862 47,019 21,709 16,385 82,416

経常利益（損失）（百万円） △957 749 627 515 △567

四半期（当期）純利益（損失）

（百万円）
△7,702 570 △827 489 △7,881

純資産額（百万円） － － 21,500 22,031 21,376

総資産額（百万円） － － 92,609 69,028 88,041

１株当たり純資産額（円） － － 172.69 176.91 171.81

１株当たり四半期（当期）純利益

（損失）（円）
△62.44 4.62 △6.71 3.97 △63.88

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 31.6 24.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
10 3,542 － － △2,522

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,194 466 － － 3,804

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,331 △6,213 － － △885

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 5,098 3,346 5,526

従業員数（人） － － 810 709 741

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２. 第193期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

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、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。　

第194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、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21年12月31日現在

従業員数（人）
709  

[74]  

　（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21年12月31日現在

従業員数（人）
643  

[70]  

　（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
前第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）

当第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）　

建設事業（百万円） 10,326 7,395

開発事業等（百万円） 80 86

合計（百万円） 10,407 7,481

(2）売上実績

区分
前第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）

当第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）　

建設事業（百万円） 20,700 15,743

不動産事業（百万円） 921 556

開発事業等（百万円） 87 86

不動産事業等計（百万円） 1,008 642

合計（百万円） 21,709 16,385

　（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．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。

５．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。

　　　前第３四半期連結会計期間　　　国土交通省　　　 6,108百万円　　　 28.1％

当第３四半期連結会計期間　　　国土交通省　　　 8,284百万円　　　 50.6％
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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）

　前第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

　当第３四半期累計期間

　（自平成21年４月１日

　　至平成21年12月31日）

　建設事業      

　海上土木 24,956 15,468 40,425 24,725 15,699

　陸上土木　 21,470 9,763 31,233 13,531 17,701

　建築　 6,327 2,117 8,444 6,163 2,280

計 52,753 27,349 80,102 44,420 35,682

　不動産事業等      

　不動産事業 － － － 1,038 －

　開発事業等 0 39 39 35 3

計 0 39 39 1,073 3

合計 52,753 27,388 80,142 45,494 35,685

　前事業年度

　（自平成20年４月１日

　　至平成21年３月31日）

　建設事業      

　海上土木 36,980 25,304 62,284 37,327 24,956

　陸上土木　 18,265 18,276 36,542 15,072 21,470

　建築　 23,340 6,716 30,057 23,730 6,327

計 78,586 50,297 128,884 76,130 52,753

　不動産事業等      

　不動産事業 － － － 2,864 －

　開発事業等 37 195 233 233 0

計 37 195 233 3,097 0

合計　 78,624 50,493 129,117 79,227 52,753

　（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。

　　　　３．前事業年度の期首繰越工事高のうち事業の中止等の理由により建築工事の受注額3,146百万円を減額修正し　てお

ります。

　

EDINET提出書類

若築建設株式会社(E00081)

四半期報告書

 5/29



　(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）

　前第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

　当第３四半期累計期間

　（自平成21年４月１日

　　至平成21年12月31日）

　海上土木 14,940 528 15,468

　陸上土木 8,871 891 9,763

　建築工事 892 1,225 2,117

　計 24,703 2,645 27,349

　

　(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）

　前第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

　当第３四半期累計期間

　（自平成21年４月１日

　　至平成21年12月31日）

　海上土木 23,017 1,708 24,725

　陸上土木 10,084 3,446 13,531

　建築工事 1,361 4,801 6,163

　計 34,464 9,956 44,420

　

　　（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。

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

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

当第３四半期会計期間　　　国土交通省　　　 8,284百万円　　　 51.7％

当第３四半期累計期間　　　国土交通省　　　22,326百万円　　　 49.1％

　(4)繰越工事高（平成21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21年４月１日

　　至平成21年12月31日）

　海上土木 14,238 1,461 15,699

　陸上土木 15,244 2,457 17,701

　建築工事 858 1,422 2,280

　計 30,340 5,341 35,682
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２【事業等のリスク】

　当社グループは、前連結会計年度に策定いたしました中期経営計画に基づき、安定した黒字体質の構築と、財務体質

の改善強化を図っております。資金面におきましては、取引金融機関との協定書を平成21年６月30日付で更新したこ

とにより、多くの取引金融機関から、引き続き安定的なサポートを頂けると認識しておりますが、今後の市場環境の予

期せぬ急変等により、その体制に変化が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財務状態に重要な影響をおよ

ぼす可能性があります。

　また、現在の厳しい経済環境が継続した場合には、受注環境の悪化、賃貸用不動産を含む不動産時価の下落等により、

当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響をおよぼす可能性があります。

　当社グループは、連結会社以外の相手先の借入金に対しての債務保証契約を金融機関との間で締結しております。当

社では、債務保証の履行を要求される可能性は低いと判断しておりますが、将来、債務保証の履行を求められる状況が

発生した場合には、当社グループの経営成績及び財務状態に影響をおよぼす可能性があります。

　なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて上記以外の重要な変更はありません。また、

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日（平成22年２月15日）現在において当社グループが判断したもの

であります。

　

　

３【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。

　

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　(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、景気の後退に一部持ち直しの兆しが見られたものの、企業業績

の低迷を背景とした雇用情勢の悪化は続き、デフレ圧力が強まるなど厳しい状況が続いております。

　　　　　建設業界におきましては、民間設備投資の抑制が継続しており、公共投資も政権交代により補正予算の一部が執行停

止になるなど、受注環境は更に厳しいものとなりました。このため、売上高につきましては主に建築工事の売上高

の減少により前年同期比24.5％減の163億円となりました。

　　　　　このような状況の下で、当社グループは、前連結会計年度に策定いたしました中期経営計画に基づき経営の効率化と

業績の向上に努めてまいりました。損益につきましては、営業利益は、主に売上高の減少により前年同期比19.8％

減の５億円、経常利益は前年同期比17.8％減の５億円となりました。当第３四半期連結会計期間においては特筆す

べき事象が発生いたしませんでしたので、税金等調整前四半期純利益は５億円(前年同期は減損損失７億円、退職

特別加算金４億円等により税金等調整前四半期純損失９億円)、四半期純利益は４億円(前年同期は四半期純損失

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、建設市場の低迷が続く中、受注競争は更に激化し、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が、中期経営計画に基づく民間建築の絞り込みによ

る建築工事の売上高の減少により、建設事業の売上高は前年同期比23.9％減の157億円となりました。損益につき

ましては、利益率の向上等により、営業利益は前年同期比8.5％増の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、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が、当社グループの不動産事業等の売上高は前年同期比

35.0％減の６億円、営業利益は前年同期比44.4％減の２億円となりました。
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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。

　        当第３四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、19億円の資金の増加（前年同期は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、主に投資有価証券の売却により３億円の資金の増加（前年同

期は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、有利子負債の圧縮に努めました結果、28億円の資金の減少（前

年同期は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、前連結会計年度末残高から21億円減少し、33億円となりまし

た。

　

　(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　        当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　        

　(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24百万円でありました。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21年12月31日現在の有利子負債は、短期借入金182億円、長期借入金４億円、社債７億円となっており、約定弁済

を進めました結果、第２四半期連結会計期間末に比べ28億円の有利子負債減少となりました。当社グループは、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新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。
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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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月15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21年10月１日～　　　

平成21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。

　

　

　

　

EDINET提出書類

若築建設株式会社(E00081)

四半期報告書

10/29



（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21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21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   6,285,000 － 　－

完全議決権株式（その他）  普通株式 123,145,000 123,145 　　　　　 －（注）１

単元未満株式  普通株式     219,939 －
　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           － 123,145   －

　（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、6,000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6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624株含まれております。

②【自己株式等】

　 平成21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　
6,285,000 － 6,285,000 4.85

計 － 6,285,000 － 6,285,000 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21年
４月

平成21年
５月

平成21年
６月

平成21年
７月

平成21年
８月

平成21年
９月

平成21年
10月

平成21年
11月

平成21年
12月

最高（円） 58 70 93 80 69 61 54 53 49

最低（円） 33 48 61 55 61 46 41 39 41

　（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において、役員の異動はありません。
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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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則及び建設業法施行規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平

成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則及び建設業法施行規則に基づいて

作成しております。

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、前第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）及び前第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は監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任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。

　なお、従来から当社が監査証明を受けております監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月

１日をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。

EDINET提出書類

若築建設株式会社(E00081)

四半期報告書

12/29



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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,357 5,533

受取手形・完成工事未収入金等 ※1
 17,601

※1
 31,552

販売用不動産 ※1
 14,400

※1
 14,825

未成工事支出金等 4,689 5,544

繰延税金資産 1,168 1,168

立替金 2,357 2,671

その他 1,393 2,327

貸倒引当金 △151 △149

流動資産合計 44,815 63,472

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 ※1
 4,256

※1
 4,400

機械、運搬具及び工具器具備品 4,283 4,512

船舶 4,349 4,528

土地 ※1
 7,601

※1
 7,679

その他 44 5

減価償却累計額 △9,965 △10,272

有形固定資産計 10,568 10,855

無形固定資産 105 108

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 12,341

※1
 12,135

その他 ※3
 1,391

※3
 1,732

貸倒引当金 △205 △279

投資その他の資産計 13,528 13,588

固定資産合計 24,202 24,551

繰延資産 10 16

資産合計 69,028 88,041
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 14,142 25,244

1年内償還予定の社債 ※1
 400

※1
 1,160

短期借入金 ※1
 18,226

※1
 22,885

未払法人税等 88 64

未成工事受入金等 4,467 7,119

引当金 302 116

その他 3,179 3,297

流動負債合計 40,807 59,887

固定負債

社債 ※1
 300

※1
 500

長期借入金 ※1
 499

※1
 1,092

再評価に係る繰延税金負債 1,666 1,670

退職給付引当金 3,510 3,258

その他 212 255

固定負債合計 6,189 6,777

負債合計 46,997 66,664

純資産の部

株主資本

資本金 15,431 15,431

資本剰余金 5,154 5,154

利益剰余金 1,135 572

自己株式 △691 △691

株主資本合計 21,030 20,467

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8 △67

土地再評価差額金 802 795

評価・換算差額等合計 794 728

少数株主持分 207 181

純資産合計 22,031 21,376

負債純資産合計 69,028 88,041
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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20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第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)

売上高

完成工事高 54,496 45,513

兼業事業売上高 2,365 1,506

売上高合計 56,862 47,019

売上原価

完成工事原価 51,777 42,111

兼業事業売上原価 1,492 1,067

売上原価合計 53,269 43,179

売上総利益

完成工事総利益 2,718 3,401

兼業事業総利益 873 438

売上総利益合計 3,592 3,839

販売費及び一般管理費 ※1
 3,918

※1
 3,176

営業利益又は営業損失（△） △326 663

営業外収益

受取利息 20 24

受取配当金 24 15

保険配当金 28 －

持分法による投資利益 38 731

その他 22 32

営業外収益合計 135 804

営業外費用

支払利息 491 489

為替差損 258 －

その他 17 229

営業外費用合計 766 718

経常利益又は経常損失（△） △957 749

特別利益

前期損益修正益 45 77

固定資産売却益 47 17

投資有価証券売却益 85 41

その他 9 17

特別利益合計 188 153
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（単位：百万円）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

特別損失

前期損益修正損 46 53

固定資産売却損 199 25

固定資産除却損 4 17

減損損失 ※3
 1,815 12

退職特別加算金 446 －

貸倒引当金繰入額 1,803 －

その他 329 72

特別損失合計 4,643 181

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（△）

△5,413 721

法人税、住民税及び事業税 114 129

法人税等調整額 2,155 △3

法人税等合計 2,269 125

少数株主利益 19 25

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,702 570
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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20年10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21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高

完成工事高 20,700 15,743

兼業事業売上高 1,008 642

売上高合計 21,709 16,385

売上原価

完成工事原価 19,277 14,459

兼業事業売上原価 531 353

売上原価合計 19,809 14,813

売上総利益

完成工事総利益 1,423 1,284

兼業事業総利益 476 288

売上総利益合計 1,900 1,572

販売費及び一般管理費 ※1
 1,183

※1
 998

営業利益 716 574

営業外収益

受取利息 6 7

受取配当金 3 2

持分法による投資利益 312 98

その他 7 21

営業外収益合計 329 130

営業外費用

支払利息 159 158

為替差損 254 －

その他 4 30

営業外費用合計 418 188

経常利益 627 515

特別利益

前期損益修正益 12 17

固定資産売却益 42 －

投資有価証券売却益 － 31

その他 10 0

特別利益合計 65 49

特別損失

前期損益修正損 10 2

固定資産売却損 196 －

固定資産除却損 1 1

減損損失 ※3
 774 3

退職特別加算金 446 －

保険解約損 － 4

その他 219 6

特別損失合計 1,647 18

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（△）

△954 546

法人税、住民税及び事業税 26 47

法人税等調整額 △155 －

法人税等合計 △129 47

少数株主利益 2 10

四半期純利益又は四半期純損失（△） △827 489
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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20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

当第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)

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（△）

△5,413 721

減価償却費 337 211

減損損失 1,815 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 △71

退職給付引当金の増減額（△は減少） △259 252

その他の引当金の増減額（△は減少） 15 186

受取利息及び受取配当金 △44 △39

支払利息 491 489

持分法による投資損益（△は益） △38 △731

有価証券売却損益（△は益） △72 △41

固定資産除売却損益（△は益） 156 24

売上債権の増減額（△は増加） 3,479 13,951

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,205 854

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,089 424

仕入債務の増減額（△は減少） 249 △11,101

未成工事受入金の増減額（△は減少） △919 △2,651

その他の資産の増減額（△は増加） 1,547 1,436

その他の負債の増減額（△は減少） 493 △189

その他 1 20

小計 668 3,758

利息及び配当金の受取額 42 356

利息の支払額 △560 △471

法人税等の支払額 △140 △99

営業活動によるキャッシュ・フロー 10 3,542

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 △68

有形固定資産の売却による収入 1,827 125

投資有価証券の取得による支出 △136 △5

投資有価証券の売却による収入 555 310

貸付けによる支出 △194 △37

貸付金の回収による収入 123 63

その他 179 78

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,194 466
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（単位：百万円）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

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 △3,698

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 △1,553

社債の償還による支出 △756 △960

配当金の支払額 △2 △0

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1

預金の担保提供による支出 △2,399 △1,041

預金の担保解除による収入 － 1,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,331 △6,213

現金及び現金同等物に係る換算差額 45 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81 △2,180

現金及び現金同等物の期首残高 5,180 5,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,098 3,346
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【表示方法の変更】

当第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）

（四半期連結損益計算書関係）

　「保険配当金」（当第３四半期連結累計期間７百万円）は、従来区分掲記しておりましたが、当第３四半期連結累計期

間において営業外収益総額の100分の20を下回ったため、当第３四半期連結累計期間より営業外収益の「その他」に含め

て表示することに変更いたしました。

　「為替差損」（当第３四半期連結累計期間52百万円）は、従来区分掲記しておりましたが、当第３四半期連結累計期間

において営業外費用総額の100分の20を下回ったため、当第３四半期連結累計期間より営業外費用の「その他」に含めて

表示することに変更いたしました。

　

当第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）

（四半期連結貸借対照表関係）

　「建設仮勘定」（当第３四半期連結会計期間22百万円）は、従来区分掲記しておりましたが、重要性が乏しいため、当第

３四半期連結会計期間において有形固定資産の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。

（四半期連結損益計算書関係）

　「投資有価証券売却益」（前第３四半期連結会計期間９百万円）は、従来特別利益の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当第３四半期連結会計期間において特別利益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間より

区分掲記することに変更いたしました。

　「保険解約損」（前第３四半期連結会計期間７百万円）は、従来特別損失の「その他」に含めて表示しておりました

が、当第３四半期連結会計期間において特別損失総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間より区分掲

記することに変更いたしました。
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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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21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

完成工事未収入金 1,001  

販売用不動産 14,257  

建物 1,729  

土地 7,598  

　　計 24,586  

　

　　（ロ）担保付債務

　 　 百万円

１年内償還予定の社債 400  

短期借入金　 17,990  

社債 300  

長期借入金 495  

　　計 19,185  

　　なお、短期借入金には１年以内返済予定の長期借入金を含

んでおります。

　(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。

※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

完成工事未収入金 3,658  

販売用不動産 14,691  

建物 1,804  

土地 7,670  

　　計 27,825  

　

　　（ロ）担保付債務

　 　 百万円

１年内償還予定の社債 1,160  

短期借入金　 21,244  

社債 500  

長期借入金 1,067  

　　計 23,971  

　　なお、短期借入金には１年以内返済予定の長期借入金を含

んでおります。

　(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㈱ 1,532  

全国漁港漁村振興漁業協同組

合連合会
207  

その他 114  

　　計 1,854  

　　　門司港開発㈱への保証債務の一部は連帯保証であり、当

社負担額を記載しております。

　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㈱ 1,570  

全国漁港漁村振興漁業協同組

合連合会
207  

その他 118  

　　計 1,896  

　　　門司港開発㈱への保証債務の一部は連帯保証であり、当

社負担額を記載しております。

※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　その他　　   997百万円

　

※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　その他　     997百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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  

　

※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 1,264  

　退職給付費用 152  

　

　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。

　２．　　　　　　　　　同左

※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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前第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）

当第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）

※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  

　

※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 428  

　退職給付費用 53  

　

　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。

　２．　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

──────

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

　

　　　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21年12月31日現在）

　 （百万円）

　現金預金勘定 3,357

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △11

　現金及び現金同等物 3,346
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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21年12月31日）及び当第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）

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　6,286,203株

　

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21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 15,743 642 16,385 － 16,385

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 27 27 (27) －

計 15,743 669 16,413 (27) 16,385

営業利益 361 213 574 － 574

　（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
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前第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

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。

当第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）

　
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 45,513 1,506 47,019 － 47,019

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 72 72 (72) －

計 45,513 1,578 47,092 (72) 47,019

営業利益 501 162 663 － 663

　（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

　

　

【所在地別セグメント情報】

　前第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３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日　至平成21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。

　

　前第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）及び当第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）

　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。
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【海外売上高】

　前第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３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日　至平成21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。

　

　前第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）及び当第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）

　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。

　

（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21年12月31日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 176.91円 １株当たり純資産額 171.81円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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金額 4.62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、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。

　
前第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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（損失）（百万円） △7,702 570

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） △7,702 570

期中平均株式数（千株） 123,368 123,364

前第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）

当第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）

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。

１株当たり四半期純利益金額 3.97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、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。

　
前第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）

当第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）

四半期純利益（損失）（百万円） △827 489

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） △827 489

期中平均株式数（千株） 123,367 123,364

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月10日

若築建設株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 久留　和夫　　印

 
指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22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21年10月１日から平成21年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。

　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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