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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） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 1,967 ― 99 ― 108 ― 46 ―
20年3月期第1四半期 1,683 1.5 78 13.7 80 12.5 46 49.1

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 18.47 ―
20年3月期第1四半期 18.48 ―

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 4,792 3,455 71.9 1,359.57
20年3月期 5,246 3,521 66.9 1,385.34

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,444百万円 20年3月期  3,509百万円

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

20年3月期 ― ― ― 50.00 50.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 50.00 50.00

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）

（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 4,000 ― 295 ― 300 ― 145 ― 57.23
通期 8,500 4.8 680 5.4 685 6.5 350 2.3 138.15

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  

(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、２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 
１． 平成20年５月８日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正はございません。 
２． 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、当社グループ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、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。 
３． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  2,546,640株 20年3月期  2,546,640株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  13,229株 20年3月期  13,179株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  2,533,444株 20年3月期第1四半期  2,533,555株
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② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算定しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③ 売上高の計上基準については、従来、検収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、当第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、当第１四半期連結会計期間に着手

したプロジェクトから、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プロジ

ェクトについては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトにつ

いては工事完成基準（検収基準）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ24百万円増加しております。 
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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   

現金及び預金 1,833,340 1,710,121

売掛金 1,281,532 1,620,692

有価証券 300,000 600,000

仕掛品 76,808 34,864

その他 110,807 141,507

貸倒引当金 △6,034 △7,590

流動資産合計 3,596,453 4,099,595

固定資産   

有形固定資産 93,474 96,762

無形固定資産 3,805 3,823

投資その他の資産   

投資有価証券 511,675 455,661

長期預金 200,000 200,000

その他 386,793 390,873

投資その他の資産合計 1,098,469 1,046,534

固定資産合計 1,195,749 1,147,119

資産合計 4,792,203 5,246,715

負債の部   

流動負債   

買掛金 383,251 473,104

短期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 23,236 192,590

賞与引当金 134,864 171,825

役員賞与引当金 5,750 37,700

その他 270,761 335,637

流動負債合計 1,117,863 1,510,856

固定負債   

退職給付引当金 61,223 60,641

役員退職慰労引当金 157,271 153,827

固定負債合計 218,495 214,469

負債合計 1,336,358 1,725,325
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,978 768,978

資本剰余金 708,018 708,018

利益剰余金 1,938,518 2,018,392

自己株式 △23,853 △23,784

株主資本合計 3,391,662 3,471,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,667 38,190

為替換算調整勘定 1,017 △102

評価・換算差額等合計 52,684 38,088

少数株主持分 11,496 11,695

純資産合計 3,455,844 3,521,389

負債純資産合計 4,792,203 5,246,715
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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）

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 1,967,703

売上原価 1,649,776

売上総利益 317,927

販売費及び一般管理費  

役員賞与引当金繰入額 5,750

賞与引当金繰入額 10,344

退職給付費用 1,163

役員退職慰労引当金繰入額 3,456

その他 197,629

販売費及び一般管理費合計 218,343

営業利益 99,583

営業外収益  

受取利息 2,118

受取配当金 4,365

投資有価証券評価損戻入益 3,209

その他 1,595

営業外収益合計 11,289

営業外費用  

支払利息 1,312

支払手数料 1,058

その他 130

営業外費用合計 2,500

経常利益 108,372

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,555

特別利益合計 1,555

税金等調整前四半期純利益 109,927

法人税、住民税及び事業税 35,307

法人税等調整額 27,795

法人税等合計 63,102

少数株主利益 25

四半期純利益 46,799
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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）

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 109,927

減価償却費 5,318

引当金の増減額（△は減少） △66,440

受取利息及び受取配当金 △6,484

支払利息 1,312

売上債権の増減額（△は増加） 339,160

たな卸資産の増減額（△は増加） △41,944

仕入債務の増減額（△は減少） △89,852

その他 △19,530

小計 231,466

利息及び配当金の受取額 5,627

利息の支払額 △905

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △200,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,826

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 △4,333

投資有価証券の取得による支出 △130,082

その他 △1,726

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,143

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △68

配当金の支払額 △78,340

少数株主への配当金の支払額 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △176,780

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,774,840
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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