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（訂正）平成２１年３月期 第１四半期決算短信の訂正について 

 

本日（平成 20年 11月 12日）付「（訂正）過年度の決算短信、中間決算短信及び四半期財務・業績の
概況並びに平成 21年３月期第 1四半期決算短信の一部訂正について」にて公表しましたとおり「平成 21
年３月期 第１四半期決算短信」（平成 20年８月６日公表）について、下記のとおり訂正いたします。 
なお、訂正箇所については、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には＿下線を付して表示し

ております。 
 

記 
 

      

（訂正前）１ページ 
    (百万円未満切捨て) 
１．平成 21 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1日～平成 20年 6 月 30 日） 

(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      ％

21 年 3 月期第 1四半期 412,343  － 1,794  － 4,921  － 6,498   －

20 年 3 月期第 1四半期 337,467  2.6 △2,406  － 6,064 20.9 3,090  △87.3

 

 
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

21 年 3 月期第 1四半期       6.40 －

20 年 3 月期第 1四半期 2.94 －

 
(2) 連結財政状態 

 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

21 年 3 月期第 1四半期 1,904,631 310,658 15.9 297.76

20 年 3 月期 1,918,510 308,581 15.6 295.08

(参考) 自己資本     21 年 3 月期第 1四半期  302,477 百万円    20 年 3 月期  299,772 百万円 
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３．平成 21 年 3 月期の連結業績予想(平成 20 年 4月 1日～平成 21 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) 
 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 
通    期 

 870,000 － 
1,890,000 △0.2 

 6,000 －
34,000  86.4

 9,000 －
38,000   28.3

 5,000 － 
25,000 △40.7 

4.92 
24.61 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無 
 
 

（訂正後） 
   (百万円未満切捨て) 
１．平成 21 年 3 月期第 1四半期の連結業績（平成 20 年 4 月 1日～平成 20年 6 月 30 日） 

 (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      ％

21 年 3 月期第 1四半期 412,308  － 1,760  － 4,886  － 4,748   －

20 年 3 月期第 1四半期 337,430  2.6 △2,443  － 6,027 20.6 3,042  △87.5

 

 
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

21 年 3 月期第 1四半期       4.67 －

20 年 3 月期第 1四半期 2.89 －

 
(2) 連結財政状態 

 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

21 年 3 月期第 1四半期 1,902,986 305,326 15.7 293.58

20 年 3 月期 1,918,395 305,449 15.5 292.63

(参考) 自己資本     21 年 3 月期第 1四半期  298,235 百万円    20 年 3 月期  297,279 百万円 
   
 
３．平成 21 年 3 月期の連結業績予想(平成 20 年 4月 1日～平成 21 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) 
 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 
通    期 

 870,000 － 
1,890,000 △0.2 

 6,000 －
34,000  87.9

 9,000 －
38,000   29.0

 5,000 － 
25,000 △38.6 

4.92 
24.61 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無 
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【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 

（訂正前）２ページ 

(1) 業績全般の概況 

＜前略＞ 

こうした中、当社グループの当第１四半期業績は、次のとおりとなりました。 

売上高は、当社における完成工事高の増加等により、前年同期比 22.2％増の 4,123 億円となりました。 

利益につきましては、当社における完成工事総利益率が低下を余儀なくされる中、海外連結子会社にお

ける開発事業等総利益の増加を主因として、営業損益は 17 億円の利益（前年同期は 24 億円の損失）とな

りましたが、前年同期には為替変動を反映して高水準であった営業外収益が反動減となったこと等から、

経常利益は 49 億円（前年同期比 18.9％減）と減少しました。 

四半期純利益は、海外連結子会社において係争中であった裁判で和解が成立したことによる受取金を含

む、計 51 億円の特別利益を計上したこと等から、前年同期比 110.3％増の 64 億円となりました。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

(1) 業績全般の概況 

＜前略＞ 

こうした中、当社グループの当第１四半期業績は、次のとおりとなりました。 

売上高は、当社における完成工事高の増加等により、前年同期比 22.2％増の 4,123 億円となりました。 

利益につきましては、当社における完成工事総利益率が低下を余儀なくされる中、海外連結子会社にお

ける開発事業等総利益の増加を主因として、営業損益は 17 億円の利益（前年同期は 24 億円の損失）とな

りましたが、前年同期には為替変動を反映して高水準であった営業外収益が反動減となったこと等から、

経常利益は 48 億円（前年同期比 18.9％減）と減少しました。 

四半期純利益は、循環取引損失を含む、計 26 億円の特別損失を計上したものの、海外連結子会社にお

いて係争中であった裁判で和解が成立したことによる受取金を含む、計 51 億円の特別利益を計上したこ

と等から、前年同期比 56.1％増の 47 億円となりました。 

＜後略＞ 
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（訂正前）２ページ 

(2) 部門別概況 

  その他の事業 

建設資材の加工・販売、設計・エンジニアリング事業、並びに不動産管理等を内容とするその他の事業

につきましては、売上高 200 億円（前年同期比 19.6％減）、営業損失 11 億円（前年同期は 6億円の損失）

となりました。 
 

（訂正後） 

(2) 部門別概況 

  その他の事業 

建設資材の加工・販売、設計・エンジニアリング事業、並びに不動産管理等を内容とするその他の事業

につきましては、売上高 199 億円（前年同期比 19.7％減）、営業損失 12 億円（前年同期は 6億円の損失）

となりました。 
 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前）３ページ 

当第１四半期末の総資産につきましては、売上債権の回収が進んだこと等により前期末比 138 億円減少

し、1兆 9,046 億円となり、負債につきましては、前期末比 159 億円減少の 1兆 5,939 億円となりました。 

純資産は 3,106 億円となり、自己資本比率は 15.9％と前期末比 0.3 ポイント向上いたしました。 

 

（訂正後） 

当第１四半期末の総資産につきましては、売上債権の回収が進んだこと等により前期末比 154 億円減少

し、1兆 9,029 億円となり、負債につきましては、前期末比 152 億円減少の 1兆 5,976 億円となりました。 

純資産は 3,053 億円となり、自己資本比率は 15.7％と前期末比 0.2 ポイント向上いたしました。 
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  （訂正前）４～５ページ 

 

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20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 125,594 102,020

受取手形・完成工事未収入金等 522,603 586,195

未成工事支出金 138,478 111,578

開発事業支出金 123,257 120,253

販売用不動産 90,624 100,612

その他のたな卸資産 14,775 9,436

その他 206,842 195,194

貸倒引当金 △3,166 △5,009

流動資産合計 1,219,008 1,220,283

固定資産

有形固定資産

土地 193,671 194,682

その他 148,775 153,078

有形固定資産合計 342,447 347,761

無形固定資産 12,063 13,351

投資その他の資産

投資有価証券 269,723 269,264

その他 74,902 81,419

貸倒引当金 △13,514 △13,569

投資その他の資産合計 331,111 337,113

固定資産合計 685,623 698,226

資産合計 1,904,631 1,918,510
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 560,558 562,720

短期借入金 175,219 137,808

コマーシャル・ペーパー 45,000 77,000

1年内償還予定の社債 18,221 24,711

未成工事受入金 199,967 170,936

引当金 19,791 22,429

その他 179,846 213,334

流動負債合計 1,198,606 1,208,941

固定負債

社債 60,200 61,379

長期借入金 169,545 172,900

退職給付引当金 63,931 64,021

開発事業関連損失引当金 5,904 5,904

その他 95,786 96,781

固定負債合計 395,367 400,987

負債合計 1,593,973 1,609,928

純資産の部

株主資本

資本金 81,447 81,447

資本剰余金 49,485 49,485

利益剰余金 107,527 108,595

自己株式 △14,331 △14,314

株主資本合計 224,128 225,213

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 59,208 49,492

繰延ヘッジ損益 △645 △768

土地再評価差額金 26,056 26,161

為替換算調整勘定 △6,271 △326

評価・換算差額等合計 78,349 74,558

少数株主持分 8,180 8,809

純資産合計 310,658 308,581

負債純資産合計 1,904,631 1,918,510
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  （訂正後） 

 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 125,594 102,020

受取手形・完成工事未収入金等 521,684 586,069

未成工事支出金 138,478 111,578

開発事業支出金 123,257 120,253

販売用不動産 90,624 100,612

その他のたな卸資産 14,049 8,939

その他 206,842 195,702

貸倒引当金 △3,166 △5,009

流動資産合計 1,217,363 1,220,169

固定資産

有形固定資産

土地 193,671 194,682

その他（純額） 148,775 153,078

有形固定資産合計 342,447 347,761

無形固定資産 12,063 13,351

投資その他の資産

投資有価証券 269,723 269,264

その他 74,902 81,419

貸倒引当金 △13,514 △13,569

投資その他の資産合計 331,111 337,113

固定資産合計 685,623 698,226

資産合計 1,902,986 1,918,395
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 560,558 562,720

短期借入金 175,219 137,808

コマーシャル・ペーパー 45,000 77,000

1年内償還予定の社債 18,221 24,711

未成工事受入金 199,967 170,936

引当金 19,791 22,429

その他 183,533 216,352

流動負債合計 1,202,292 1,211,959

固定負債

社債 60,200 61,379

長期借入金 169,545 172,900

退職給付引当金 63,931 64,021

開発事業関連損失引当金 5,904 5,904

その他 95,786 96,781

固定負債合計 395,367 400,987

負債合計 1,597,659 1,612,946

純資産の部

株主資本

資本金 81,447 81,447

資本剰余金 49,485 49,485

利益剰余金 103,285 106,103

自己株式 △14,331 △14,314

株主資本合計 219,886 222,721

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 59,208 49,492

繰延ヘッジ損益 △645 △768

土地再評価差額金 26,056 26,161

為替換算調整勘定 △6,271 △326

評価・換算差額等合計 78,349 74,558

少数株主持分 7,091 8,169

純資産合計 305,326 305,449

負債純資産合計 1,902,986 1,918,395
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  （訂正前）６ページ 

 

(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）

当第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）

売上高

完成工事高 361,000

開発事業等売上高 51,342

売上高合計 412,343

売上原価

完成工事原価 343,975

開発事業等売上原価 43,080

売上原価合計 387,056

売上総利益

完成工事総利益 17,024

開発事業等総利益 8,261

売上総利益合計 25,286

販売費及び一般管理費 23,492

営業利益 1,794

営業外収益

受取配当金 2,526

持分法による投資利益 1,121

その他 1,787

営業外収益合計 5,435

営業外費用

支払利息 1,727

その他 581

営業外費用合計 2,309

経常利益 4,921

特別利益

固定資産売却益 44

投資有価証券売却益 1,076

受取和解金 4,063

特別利益合計 5,184

特別損失

投資有価証券評価損 250

減損損失 164

その他 70

特別損失合計 484

税金等調整前四半期純利益 9,621

法人税、住民税及び事業税 2,289

法人税等調整額 1,402

法人税等合計 3,691

少数株主損失（△） △569

四半期純利益 6,498

－9－



  

  

  （訂正後） 

（単位：百万円）

当第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）

売上高

完成工事高 361,000

開発事業等売上高 51,307

売上高合計 412,308

売上原価

完成工事原価 343,975

開発事業等売上原価 43,080

売上原価合計 387,056

売上総利益

完成工事総利益 17,024

開発事業等総利益 8,227

売上総利益合計 25,252

販売費及び一般管理費 23,492

営業利益 1,760

営業外収益

受取配当金 2,526

持分法による投資利益 1,121

その他 1,787

営業外収益合計 5,435

営業外費用

支払利息 1,727

その他 581

営業外費用合計 2,309

経常利益 4,886

特別利益

固定資産売却益 44

投資有価証券売却益 1,076

受取和解金 4,063

特別利益合計 5,184

特別損失

投資有価証券評価損 250

減損損失 164

循環取引損失 2,164

その他 70

特別損失合計 2,649

税金等調整前四半期純利益 7,421

法人税、住民税及び事業税 2,289

法人税等調整額 1,402

法人税等合計 3,691

少数株主損失（△） △1,018

四半期純利益 4,748
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  （訂正前）７ページ 

 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第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）

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 9,621

減価償却費 4,344

減損損失 164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,553

引当金の増減額（△は減少） △2,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176

受取利息及び受取配当金 △3,099

支払利息 1,727

持分法による投資損益（△は益） △1,121

固定資産除売却損益（△は益） 18

投資有価証券売却損益（△は益） △1,076

投資有価証券評価損益（△は益） 250

売上債権の増減額（△は増加） 71,090

未成工事支出金の増減額（△は増加） △25,901

開発事業支出金の増減額（△は増加） △7,168

販売用不動産の増減額（△は増加） 5,629

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △5,338

仕入債務の増減額（△は減少） △7,616

未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額
（△は減少）

20,545

その他 △26,655

小計 31,018

利息及び配当金の受取額 2,955

利息の支払額 △1,399

法人税等の支払額 △2,006

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,568
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  （訂正後） 

 

（単位：百万円）

当第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）

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 7,421

減価償却費 4,344

減損損失 164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,553

引当金の増減額（△は減少） △2,664

退職給付引当金の増減額（△は減少） △176

受取利息及び受取配当金 △3,099

支払利息 1,727

持分法による投資損益（△は益） △1,121

固定資産除売却損益（△は益） 18

投資有価証券売却損益（△は益） △1,076

投資有価証券評価損益（△は益） 250

売上債権の増減額（△は増加） 71,883

未成工事支出金の増減額（△は増加） △25,901

開発事業支出金の増減額（△は増加） △7,168

販売用不動産の増減額（△は増加） 5,629

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △5,108

仕入債務の増減額（△は減少） △7,616

未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額
（△は減少）

20,545

その他 △25,479

小計 31,018

利息及び配当金の受取額 2,955

利息の支払額 △1,399

法人税等の支払額 △2,006

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,568
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(5) セグメント情報 

1. 事業の種類別セグメント情報 

（自 平成 20 年 4月 1日 至 平成 20 年 6月 30 日） 

（訂正前）９ページ 

 建設事業 開発事業 その他の事業 計 
消去 
又は全社 

連 結 

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

売  上  高 

(1) 外部顧客に対する売上高  361,000

 

31,336  20,005

 

 412,343 

 

－ 

 

 412,343

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 1,103  454  2,160  3,718  (3,718)  －

計  362,104  31,791  22,165  416,061  (3,718)  412,343

営業利益又は 

営業損失(△) 
 △2,404   5,384 △1,173  1,805  (10) 1,794

 

（訂正後） 

 建設事業 開発事業 その他の事業 計 
消去 
又は全社 

連 結 

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

売  上  高 

(1) 外部顧客に対する売上高  361,000

 

31,336  19,971

 

 412,308 

 

－ 

 

 412,308

(3) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 1,103  454  2,160  3,718  (3,718)  －

計  362,104  31,791  22,131  416,027  (3,718)  412,308

営業利益又は 

営業損失(△) 
 △2,404   5,384 △1,208  1,771  (10) 1,760
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2. 所在地別セグメント情報 

（自 平成 20 年 4月 1日 至 平成 20 年 6月 30 日） 

（訂正前）10 ページ 

 日 本 北 米 欧 州 アジア 計 
消去 
又は全社

連 結

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売  上  高 

(1)外部顧客に対する売上高 

 

 346,997

 

 36,117

 

 16,250

 

 12,977

 

 412,343 

 

 －

 

 412,343

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 49  －  －  0  49 (49)  －

計  347,046  36,117  16,250  12,977  412,392 (49)  412,343

営業利益又は 

営業損失(△) 
 △2,443   △426   3,863   800  1,792  1  1,794

 

（訂正後） 

 日 本 北 米 欧 州 アジア 計 
消去 
又は全社

連 結

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売  上  高 

(1)外部顧客に対する売上高 

 

 346,962

 

 36,117

 

 16,250

 

 12,977

 

 412,308 

 

 －

 

 412,308

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 49  －  －  0  49 (49)  －

計  347,011  36,117  16,250  12,977  412,357 (49)  412,308

営業利益又は 

営業損失(△) 
 △2,478   △426   3,863   800  1,758  1  1,760

 

 

3. 海外売上高 

（自 平成 20 年 4月 1日 至 平成 20 年 6月 30 日） 

（訂正前）10 ページ 

 北 米 欧 州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  36,068 16,352 18,402 30,293 101,117

Ⅱ 連結売上高（百万円）  412,343

Ⅲ 連結売上高に占める 
 海外売上高の割合(％) 

 8.7 4.0 4.5 7.3 24.5

 

（訂正後） 

 北 米 欧 州 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  36,068 16,352 18,402 30,293 101,117

Ⅱ 連結売上高（百万円）  412,308

Ⅲ 連結売上高に占める 
 海外売上高の割合(％) 

 8.7 4.0 4.5 7.3 24.5
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(参考資料)

前第１四半期連結財務諸表

 (要約)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）

（訂正前）12ページ

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年6月30日)

売上高

完成工事高 299,396

開発事業等売上高 38,070

売上高合計 337,467

売上原価

完成工事原価 283,779

開発事業等売上原価 33,561

売上原価合計 317,341

売上総利益

完成工事総利益 15,617

開発事業等総利益 4,508

売上総利益合計 20,125

販売費及び一般管理費 22,532

営業損失 △ 2,406

営業外収益

受取利息 596

受取配当金 2,217

その他 8,619

営業外収益合計 11,433

営業外費用

支払利息 2,028

その他 933

営業外費用合計 2,961

経常利益 6,064

特別利益

特別利益合計 53

特別損失

特別損失合計 768

税金等調整前四半期純利益 5,349

税金費用 2,552

少数株主損失（△） △  293

四半期純利益 3,090
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（訂正後）

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 
至 平成19年6月30日)

売上高

完成工事高 299,396

開発事業等売上高 38,033

売上高合計 337,430

売上原価

完成工事原価 283,779

開発事業等売上原価 33,561

売上原価合計 317,341

売上総利益

完成工事総利益 15,617

開発事業等総利益 4,471

売上総利益合計 20,088

販売費及び一般管理費 22,532

営業損失 △ 2,443

営業外収益

受取利息 596

受取配当金 2,217

その他 8,619

営業外収益合計 11,433

営業外費用

支払利息 2,028

その他 933

営業外費用合計 2,961

経常利益 6,027

特別利益

特別利益合計 53

特別損失

特別損失合計 792

税金等調整前四半期純利益 5,289

税金費用 2,552

少数株主損失（△） △  305

四半期純利益 3,042

以　上
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