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１．平成21年３月期第１四半期の業績（平成20年３月21日　～　平成20年６月20日）

(1）経営成績 （％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（当期）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 2,447 (△6.7) △58 （－） △60 （－） △38 （－）

20年３月期第１四半期 2,623 (△30.2) △64 (－) △63 (－) △72 (－)

20年３月期 12,186  △521  △510  △503  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第１四半期 △2 54 － －

20年３月期第１四半期 △4 85 － －

20年３月期 △33 54 － －

(2）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 6,172 3,689 59.8 245 74

20年３月期第１四半期 6,870 4,162 60.6 277 19

20年３月期 6,282 3,727 59.3 248 26

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期第１四半期 609 104 374 2,142

20年３月期第１四半期 434 0 △27 1,801

20年３月期 △281 134 △194 1,053
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

20年３月期第１四半期 － －

21年３月期第１四半期 － －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年３月21日　～　平成21年３月20日）　【参考】

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 5,060 (△18.8) △120 （－） △120 （－） △130 （－） △8 66

通期 11,300 (△7.3) 50 （－） 40 （－） 20 （－） 1 33

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　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、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】

３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、米国の景気悪化の影響と原油価格、原材料価格の高騰などにより、企業収益は

軟調で推移しております。

　当業界におきましては、ガソリン価格や食料品等の値上げにより個人消費に陰りが見え始め、流通小売業、飲食業の

出店・改装工事は軟調に推移いたしました。そのため、競合他社との受注競争は激しく、厳しい経営環境が続いており

ます。

　このような状況のもと、当社は専業工事業務の充実に努め、マネジメントの醸成、組織的活動への転換を図るととも

に、総合工事業務及び間接部門のスリム化を実施いたしました。また、移動体通信業務では携帯電話の販売拠点を新設

し、不動産業務では収益性の低い販売用不動産を売却するなど、売上の伸長、たな卸資産の整理、キャッシュ・フロー

の増加に努めてまいりました。しかしながら、総合工事業務などのスリム化は計画どおり進んでおりますが、その効果

であるコスト削減は下期以降となることから、前年同期並みの営業損失となりました。

　財務面においては、投資有価証券を売却し、売却益15百万円を特別利益に計上するとともに、資金を回収し、キャッ

シュ・フローの改善を図りました。

　これらの結果、当第１四半期における売上高は2,447百万円（前年同期比6.7％減）、営業損失58百万円（前年同期は

営業損失64百万円）、経常損失60百万円（前年同期は経常損失63百万円）、四半期純損失38百万円（前年同期は四半期

純損失72百万円）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（財政状態の変動状況）

　総資産は、現金及び預金が1,088百万円増加しましたが、受取手形が241百万円、完成工事未収入金が614百万円、

たな卸資産が221百万円、その他流動資産が37百万円及び投資その他の資産が55百万円それぞれ減少したこと等によ

り、前期末に比べ110百万円減少し、6,172百万円となりました。

　負債は、支払手形が110百万円、短期借入金が400百万円増加しましたが、工事未払金が585百万円減少したことに

より、前期末に比べ72百万円減少し、2,482百万円となりました。

　純資産は、前期末に比べ37百万円減少し、3,689百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べ1,088百万円増加し、

2,142百万円となりました。

　営業活動の結果得られた資金は609百万円となりました。

　これは主に、仕入債務の減少額495百万円に、売上債権の減少額888百万円及びたな卸資産の減少額221百万円の減

少要因を反映した結果であります。

　投資活動の結果得られた資金は104百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券の売却による収入が48百万円、その他保証金の返還による収入が56百万円あったこと

等によるものであります。

　財務活動の結果得られた資金は374百万円となりました。

　これは主に、借入れによる増加600百万円と借入金の返済による減少225百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、平成20年５月９日の「平成20年３月期

決算短信」発表時の業績予想から変更はありません。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　税金費用の計算及び影響額僅少なものについては、簡便的な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。
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５．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 1,801,267 2,142,345 341,077 18.9 1,053,646

２．受取手形 822,267 567,246 △255,020 △31.0 808,410

３．完成工事未収入金 1,145,840 1,062,854 △82,985 △7.2 1,677,640

４．売掛金 197,723 173,148 △24,574 △12.4 216,065

５．たな卸資産 834,911 432,608 △402,303 △48.2 654,174

６．その他 23,600 14,543 △9,056 △38.4 57,687

７．貸倒引当金 △4,119 △4,150 △30 0.7 △9,997

流動資産合計 4,821,491 4,388,597 △432,894 △9.0 4,457,626

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 458,756 454,104 △4,652 △1.0 445,914

(2）土地 328,302 328,302 － － 328,302

(3）その他 18,275 22,918 4,643 25.4 17,207

有形固定資産合計 805,334 805,325 △8 0.0 791,424

２．無形固定資産 480,556 465,065 △15,491 △3.2 465,214

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 518,364 391,368 △126,995 △24.5 423,802

(2）破産更生債権等 466,672 289,256 △177,416 △38.0 289,311

(3）その他 287,409 172,510 △114,898 △40.0 194,625

(4）貸倒引当金 △508,885 △340,017 168,867 △33.2 △339,165

投資その他の資産
合計

763,560 513,117 △250,442 △32.8 568,574

固定資産合計 2,049,451 1,783,508 △265,942 △13.0 1,825,213

資産合計 6,870,942 6,172,105 △698,836 △10.2 6,282,840
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科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形 1,133,987 869,485 △264,502 △23.3 759,317

２．工事未払金 502,363 413,743 △83,620 △17.6 999,225

３．買掛金 155,396 131,731 △23,665 △15.2 152,000

４．短期借入金 － 400,000 400,000 100.0 －

５．１年以内返済予定
長期借入金

160,000 75,000 △85,000 △53.1 100,000

６．１年以内償還予定
社債

25,000 － △25,000 △100.0 －

７．未払法人税等 7,250 7,396 146 2.0 18,546

８．未払消費税等 24,757 17,591 △7,166 △28.9 5,830

９．賞与引当金 98,098 90,728 △7,369 △7.5 58,961

10．完成工事補償引当
金

8,126 8,184 58 0.7 8,184

11．その他 419,218 369,406 △49,811 △11.9 334,145

流動負債合計 2,534,198 2,383,266 △150,931 △6.0 2,436,212

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 75,000 － △75,000 △100.0 －

２．役員退職慰労引当
金

22,654 22,720 66 0.3 27,393

３．執行役員退職慰労
引当金

9,309 11,985 2,676 △28.7 11,036

４．退職給付引当金 － 14,940 14,940 100.0 24,998

５．リース資産減損勘
定

25,900 18,258 △7,642 △29.5 20,108

６．その他 41,817 31,139 △10,677 △25.5 35,354

固定負債合計 174,681 99,043 △75,637 △43.3 118,890

負債合計 2,708,879 2,482,310 △226,569 △8.4 2,555,103
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科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第１四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第１四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成20年３月期末)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 5,018,625 5,018,625 － － 5,018,625

２．資本剰余金      

(1）資本準備金 224,261 224,261 － － 224,261

資本剰余金合計 224,261 224,261 － － 224,261

３．利益剰余金      

(1）その他利益剰余
金

     

繰越利益剰余金 △917,330 △1,386,171 △468,841 51.1 △1,348,071

利益剰余金合計 △917,330 △1,386,171 △468,841 51.1 △1,348,071

４．自己株式 △164,996 △165,001 △5 0.0 △164,996

株主資本合計 4,160,560 3,691,713 △468,846 △11.3 3,729,819

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評
価差額金

1,503 △1,918 △3,421 △227.6 △2,083

評価・換算差額等合
計

1,503 △1,918 △3,421 △227.6 △2,083

純資産合計 4,162,063 3,689,795 △472,267 △11.3 3,727,736

負債、純資産合計 6,870,942 6,172,105 △698,836 △10.2 6,282,840
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第１四半期）

増減
（参考）前期

(平成20年３月期)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,623,993 2,447,719 △176,273 △6.7 12,186,481

Ⅱ　売上原価 2,187,974 2,051,209 △136,765 △6.3 10,632,655

売上総利益 436,018 396,510 △39,508 △9.1 1,553,826

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

500,971 455,469 △45,502 △9.1 2,075,093

営業損失 64,952 58,958 △5,994 △9.2 521,267

Ⅳ　営業外収益 6,525 4,834 △1,691 △25.9 30,341

Ⅴ　営業外費用 5,382 5,897 514 9.6 19,313

経常損失 63,809 60,021 △3,787 △5.9 510,239

Ⅵ　特別利益 － 25,987 25,987 100.0 72,080

Ⅶ　特別損失 5,240 325 △4,914 △93.8 53,051

税引前四半期（当
期）純損失

69,050 34,360 △34,689 △50.2 491,209

法人税、住民税及
び事業税

3,772 3,740 △32 △0.9 12,353

四半期（当期）純
損失

72,823 38,100 △34,722 △47.7 503,563
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期（自　平成19年３月21日　至　平成19年６月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成19年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

第１四半期中の変動額        

四半期純利益    △72,823 △72,823  △72,823

株主資本以外の項目の第１四半期
中の変動額（純額）

      －

第１四半期中の変動額合計（千円) － － － △72,823 △72,823  △72,823

平成19年６月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △917,330 △917,330 △164,996 4,160,560

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月20日　残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383

第１四半期中の変動額    

四半期純利益   △72,823

株主資本以外の項目の第１四半期
中の変動額（純額）

502 502 502

第１四半間中の変動額合計（千円） 502 502 △72,320

平成19年６月20日　残高（千円） 1,503 1,503 4,162,063
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当第１四半期（自　平成20年３月21日　至　平成20年６月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成20年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,348,071 △1,348,071 △164,996 3,729,819

第１四半期中の変動額        

四半期純利益    △38,100 △38,100  △38,100

自己株式の取得      △5 △5

株主資本以外の項目の第１四半期
中の変動額（純額）

      －

第１四半期中の変動額合計（千円) － － － △38,100 △38,100 △5 △38,105

平成20年６月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,386,171 △1,386,171 △165,001 3,691,713

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成20年３月20日　残高（千円） △2,083 △2,083 3,727,736

第１四半期中の変動額    

四半期純利益   △38,100

自己株式の取得   △5

株主資本以外の項目の第１四半期
中の変動額（純額）

164 164 164

第１四半間中の変動額合計（千円） 164 164 △37,941

平成20年６月20日　残高（千円） △1,918 △1,918 3,689,795
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月21日　至　平成20年３月20日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成19年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △844,507 △844,507 △164,996 4,233,383

事業年度中の変動額        

当期純利益    △503,563 △503,563  △503,563

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

      －

事業年度中の変動額合計（千円) － － － △503,563 △503,563 － △503,563

平成20年３月20日　残高（千円） 5,018,625 224,261 224,261 △1,348,071 △1,348,071 △164,996 3,729,819

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月20日　残高（千円） 1,000 1,000 4,234,383

事業年度中の変動額    

当期純利益   △503,563

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△3,083 △3,083 △3,083

事業年度中の変動額合計（千円） △3,083 △3,083 △506,647

平成20年３月20日　残高（千円） △2,083 △2,083 3,727,736
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(4）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成20年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

税引前四半期（当期）純損失 △69,050 △34,360 △491,209

減価償却費 8,424 8,951 37,304

貸倒引当金の増減額 13,578 △3,994 △150,263

役員退職慰労引当金の増減額 △3,359 △4,673 1,379

執行役員退職慰労引当金の増減
額

△10,236 949 △8,509

賞与引当金の増減額 32,245 31,766 △6,891

受取利息及び受取配当金 △1,353 △1,252 △7,204

支払利息 2,599 2,100 8,085

固定資産除却損 － 325 10,519

投資有価証券売却益 － △15,138 △48,228

投資有価証券売却損　 － － 449

投資有価証券評価損 4,715 － 10,533

売上債権の増減額 1,047,447 888,709 624,548

たな卸資産の増減額 219,381 221,566 400,117

仕入債務の増減額 △737,789 △495,583 △618,994

未払消費税等の増減額 △3,305 17,868 △28,340

未払金の増減額 △9,362 23,306 △11,622

その他 △40,444 △17,212 19,395

小計 453,490 623,328 △258,929

利息及び配当金の受取額 1,313 1,246 7,234

利息の支払額 △2,134 △2,362 △8,010

法人税等の支払額 △18,194 △12,512 △21,376

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

434,474 609,700 △281,082
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前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第１四半期）

（参考）前期
（平成20年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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 － △6,159 △20,476

投資有価証券の取得による支出 △310 △467 △1,371

投資有価証券の売却による収入 380 48,374 132,688

貸付金の回収による収入 492 614 2,977

その他 △313 62,027 20,748

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

248 104,388 134,566

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

短期借入れによる収入 200,000 600,000 820,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000 △820,000

長期借入金の返済による支出 △25,000 △25,000 △160,000

社債の償還による支出 － － △25,000

配当金の支払額 △102 － △375

その他 △2,825 △389 △8,861

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△27,928 374,610 △194,236

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 406,794 1,088,698 △340,753

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,394,255 1,053,501 1,394,255

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,801,050 2,142,200 1,053,501
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(5）業務別売上高

業務別

平成20年３月期
第１四半期

平成21年３月期
第１四半期

（参考）
平成20年３月期

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

専業工事業務 1,204,194 45.9 839,795 34.3 4,185,414 34.3

総合工事業務 810,659 30.9 967,575 39.5 5,463,603 44.8

情報通信業務 585,079 22.3 540,033 22.1 2,445,110 20.1

その他業務 24,060 0.9 100,315 4.1 92,354 0.8

合計 2,623,993 100.0 2,447,719 100.0 12,186,481 100.0
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