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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 5,618 ― △1,778 ― △1,745 ― △1,960 ―
20年3月期第1四半期 5,395 ― △1,279 ― △1,244 ― △1,377 ―

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 △37.22 ―
20年3月期第1四半期 △26.15 ―

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 59,765 31,480 52.7 597.74
20年3月期 66,280 33,676 50.8 639.43

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  31,480百万円 20年3月期  33,676百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

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 22,500 ― △1,500 ― △1,500 ― △1,700 ― △32.28
通期 70,000 5.4 800 618.0 900 302.4 400 ― 7.59

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  有  

（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。  

(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、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。  

(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） 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 
 
（2） 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）」を適用しています。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います。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  57,804,450株 20年3月期  57,804,450株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,138,039株 20年3月期  5,137,563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  52,666,596株 20年3月期第1四半期  52,668,289株



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

　 当第１四半期における建設業界は、公共建設投資が依然として縮減傾向にあるのに加え、民間建設投資も企業収

 益の先行き不透明感から設備投資が伸び悩むなど、厳しい経営環境が続きました。

　 このような状況のもと、当社グループの当第１四半期の売上高は、前年同期に比べ、前期からの繰越工事高が多

 かったことと、新規連結子会社の売上高が加算されたこと等により、56億１千８百万円（前年同期は53億９千５百

 万円）となりました。

　 利益面では、競争の激化と資材価格の高騰により工事利益率が低下したため、売上総利益は５億４千２百万円（前

年同期は５億８千８百万円）となりました。

　   　営業損益・経常損益は売上総利益が減少したことに加え、当社グループの主たる事業である建設事業において工

     事の完成計上が下半期に偏るという季節的要因から、各々17億７千８百万円の損失（前年同期は12億７千９百万円

　　 の損失）、17億４千５百万円の損失（前年同期は12億４千４百万円の損失）となりました。

       また、四半期純損益は特別損失の増加もあり、19億６千万円の損失（前年同期は13億７千７百万円の損失）とな

　　 りました。　

       なお、当第１四半期における受注の状況は以下のとおりです。

事業・工種別

平成20年３月期
第１四半期

平成21年３月期
第１四半期

比較増減 増減率
受注高

（百万円）
構成比

受注高
（百万円）

構成比

法面保護工事 4,060 　27.9% 3,044 　14.2% △1,016 　△25.0%

地すべり対策工事 2,259 　15.5% 1,659 　7.8% △600 　△26.6%

基礎・地盤改良工事 6,108 　41.9% 11,623 　54.4% 5,515 　90.3%

補修・補強工事 578 　4.0% 1,200 　5.6% 622 　107.8%

環境修復工事 325 　2.2% 879 　4.1% 554 　170.2%

管きょ工事 276 　1.9% 237 　1.1% △39 　△14.2%

一般土木工事 168 　1.2% 778 　3.6% 609 　362.4%

建築工事 238 　1.6% 1,498 　7.0% 1,259 　527.7%

その他工事 548 　3.8% 458 　2.1% △89 　△16.4%

合計 14,564 　100.0% 21,379 　100.0% 6,815 　46.8%

２．連結財政状態に関する定性的情報

  （資産）

  当第１四半期連結会計期間末における資産は、未成工事支出金が60億4千9百万円増加しましたが、工事代金の入

金が順調であったこと等により受取手形・完成工事未収入金等が128億4千2百万円減少したことにより前連結会計年

度末より65億1千5百万円減少いたしました。

  （負債）

  当第１四半期連結会計期間末における負債は、未成工事受入金は27億9千6百万円増加しましたが、支払手形・工

事未払金等が42億3千2百万円、短期借入金が26億5百万円減少したことにより、前連結会計年度末より43億1千8百万

円減少いたしました。

　（純資産）

  当第１四半期連結会計期間末における純資産は、その他有価証券評価差額金が2億5千4百万円増加しましたが、利

益剰余金が24億6千5百万円減少したことにより前連結会計年度末より21億9千6百万円の減少となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　 当第１四半期では損失の計上となりましたが、先行指標である受注は堅調に推移しており、現時点では平成20年

 ５月15日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

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）

該当事項はありません。

（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

①　簡便な会計処理

　　棚卸資産の評価方法

  当第１四半期連結会計期間末の棚卸高に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。

　　固定資産の減価償却費の算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、該当予算に

基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

　　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の計算に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しており

ます。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタッ

クス・プランニングを利用する方法を適用しております。

②　四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

　　該当事項はありません。

（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

①　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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。

②　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会

計基準第９号）が適用されたことに伴い、評価基準については、移動平均法による原価法（貸借対0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。これによる損益に与える影響はあり

ません。

③　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

④　会計処理の変更

  従来、当社においては、支店における工事統括部門の費用について、支出度合いに応じて完成工事原価と未成

工事支出金に按分して工事原価に配賦しておりましたが、当連結会計年度より、その発生費用の全額を販売費及

び一般管理費で処理する方法に変更いたしました。

  この変更は、工事部門の組織体系の変更に伴い、工事統括部門の役割が、直接的な現場指導から工事の全体的

な管理機能へと移行しており、販売費及び一般管理費で処理することが適正であると判断したためであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上総利益は79百万円増加し、営業利益、経常利益および税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ263百万円減少しております。　

　なお、当社の主たる事業である建設事業においては、下半期に完成工事の計上が偏る傾向にあり、当会計処理

の変更による影響額は、期末時点では当第１四半期末に比べ少なくなる見込みであります。
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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：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 10,549 11,086

受取手形・完成工事未収入金等 9,619 22,461

未成工事支出金 15,499 9,450

材料貯蔵品 190 175

商品 60 40

仕掛品 － 28

繰延税金資産 332 413

その他 2,025 1,486

貸倒引当金 △171 △241

流動資産合計 38,104 44,901

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,121 3,171

機械・運搬具（純額） 2,576 2,465

土地 9,660 9,660

リース資産（純額） 4 5

建設仮勘定 34 39

その他（純額） 357 391

有形固定資産計 15,755 15,732

無形固定資産   

その他 77 79

無形固定資産計 77 79

投資その他の資産   

投資有価証券 3,930 3,477

繰延税金資産 739 918

その他 1,831 1,818

貸倒引当金 △673 △648

投資その他の資産計 5,827 5,566

固定資産合計 21,660 21,379

資産合計 59,765 66,280



（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 12,685 16,918

短期借入金 596 3,202

未払法人税等 33 143

未成工事受入金 10,387 7,590

完成工事補償引当金 70 63

工事損失引当金 20 46

未払費用 852 1,095

その他 1,286 1,189

流動負債合計 25,933 30,250

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,435 1,435

引当金   

退職給付引当金 190 190

債務保証損失引当金 138 138

長期未払金 534 534

負ののれん 16 18

その他 37 37

固定負債合計 2,351 2,353

負債合計 28,284 32,603

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 21,320 23,785

自己株式 △1,697 △1,697

株主資本合計 32,100 34,566

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 359 104

土地再評価差額金 △1,053 △1,053

為替換算調整勘定 73 59

評価・換算差額等合計 △620 △889

純資産合計 31,480 33,676

負債純資産合計 59,765 66,280



（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 5,542

兼業事業売上高 75

売上高合計 5,618

売上原価  

完成工事原価 5,039

兼業事業売上原価 35

売上原価合計 5,075

売上総利益  

完成工事総利益 503

兼業事業総利益 39

売上総利益合計 542

販売費及び一般管理費 2,320

営業利益 △1,778

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 22

受取ロイヤリティー 7

受取賃貸料 12

負ののれん償却額 1

その他 18

営業外収益合計 63

営業外費用  

支払利息 8

為替差損 1

支払保証料 2

その他 18

営業外費用合計 30

経常利益 △1,745

特別利益  

前期損益修正益 3

貸倒引当金戻入額 38

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計 42



（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) 

特別損失  

前期損益修正損 2

固定資産売却損 26

退職特別加算金 115

その他 0

特別損失合計 145

税金等調整前四半期純利益 △1,848

法人税、住民税及び事業税 23

法人税等調整額 87

法人税等合計 111

四半期純利益 △1,960



　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成２０年３月期

第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 5,395

Ⅱ　売上原価 4,807

売上総利益 588

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,867

営業損失 1,279

Ⅳ　営業外収益 68

受取利息・受取配当金 26

その他 41

Ⅴ　営業外費用 34

支払利息 13

その他 20

経常損失 1,244

Ⅵ　特別利益 101

固定資産売却益 54

その他 46

Ⅶ　特別損失 42

固定資産売却損及び除却損 0

その他 41

税金等調整前四半期純損失 1,185

税金費用 191

四半期純損失 1,377

－ 1 －
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