
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日建工学株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9767 URL http://www.nikken-kogaku.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 行本 卓生

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 佐藤 誠 TEL 03-3344-6811

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日 配当支払開始予定日 未定

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 956 ― △99 ― △89 ― △92 ―

20年3月期第1四半期 1,083 ― △36 ― △29 ― △26 ―

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 △5.06 ―

20年3月期第1四半期 △1.44 ―

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 5,067 3,233 63.7 176.37
20年3月期 5,530 3,326 60.1 181.42

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,229百万円 20年3月期  3,321百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

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 2,200 6.7 △70 ― △60 ― △50 ― △2.73

通期 5,800 4.5 90 45.0 100 24.2 110 26.7 6.00

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．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。 
 
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。  

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  18,622,544株 20年3月期  18,622,544株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  313,515株 20年3月期  311,872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  18,309,719株 20年3月期第1四半期  18,327,353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

(1）業績の概況

　当第１四半期連結会計期間における公共投資は、平成20年度の国・地方の予算において公共事業関係費が昨年度

比減少したことにより、総じて低調に推移した結果、人工リーフ工法や堤防強化工法など当社グループ製品の強み

を活かす提案営業に取り組んだものの、主として事業主体の発注の遅れから型枠貸与事業、環境土木製品販売事業

の売上高は前年同期間を下回り、売上高は956百万円（前年同期比11.8％減）となりました。利益面につきましては、

売上高の減少に伴い、営業損失は99百万円（前年同期は36百万円の営業損失）、経常損失は89百万円（前年同期は

29百万円の経常損失）、四半期純損失は92百万円（前年同期は26百万円の純損失）となりました。

(2）事業の種類別セグメントの業績の概況

　事業の種類別セグメントでみると、型枠貸与事業の売上高は330百万円（前年同期比3.2％減）、営業損失は37百

万円（前年同期は営業利益0百万円）、環境土木製品販売事業の売上高は626百万円（前年同期比15.7％減）、営業

損失は62百万円（前年同期は37百万円の営業損失）となりました。

　事業区分の方法については、従来、製品の種類や性質の類似性に基づいて使用目的別に国土保全事業、環境景観

事業、土木シート事業に３区分しておりましたが、当第１四半期より、製品およびサービスの販売方法の類似性か

ら「型枠貸与事業」と「環境土木製品販売事業」の２区分に変更いたしました。この変更は、当社グループにおけ

る事業の実態をより適切に反映し、セグメント情報の有効性を高めるために行ったものであります。これにより、

鋼製型枠に係る減価償却費等のコストが「型枠貸与事業」に集約され、「型枠貸与事業」の投資、価格戦略、「環

境土木製品販売事業」の価格、販売戦略がより明確になります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下資金という。)は、前連結会計年度末に比べ、72百

万円減少し、1,492百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況については、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は56百万円(前年同期は87百万円）でした。主に税金等調整前当期純損失89百万円

(前年同期は22百万円）、売上債権の減少661百万円(前年同期は716百万円）による収入と仕入債務の減少442百万

円(前年同期は543百万円）、たな卸資産の増加73百万円(前年同期は51百万円）の支出によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は87百万円(前年同期は投資活動により得られた資金4百万円）でした。主に鋼製型

枠等有形固定資産の取得87百万円(前年同期は12百万円）の支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により支出した資金は40百万円(前年同期は13百万円）でした。主に長期借入金の返済による支出2百万

円(前年同期は7百万円）と第45期の剰余金の配当金等の支出34百万円(前年同期は5百万円）によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の業績は、前年同期と比較して売上高は減少、損失額は増加しておりますが、その主

因は発注の遅れであり、第２四半期以降に発注が増加してくるものと予想しております。現時点においては平成20

年5月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間、通期の業績予想に変更はございません。
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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　たな卸資産の評価方法

      　四半期会計期間末におけるたな卸資産高の算出に関して、実地たな卸を省略し前事業年度に係る実地た

な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。 

②　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りを考慮した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。

③　退職給付引当金の算定方法

      　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、年間予定額を期間按分して算定しております。

また、当社は、執行役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を期間

按分して算定しております。

④　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

      　法人税等の納付額の算定に関して、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する方法、

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又は、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で算出しています。

（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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

1.商品

　通常の販売目的で保有する商品は、従来、移動平均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、移動平均法による原価法(貸借対照表価格については収益性の低下に基づく簿価引下げの方

法)により算定しております。

　これによる影響額はありません。

2.貯蔵品

　通常の販売目的で保有する貯蔵品は、従来、最終仕入原価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、また期間損益計算の適正化をより一層図ることを目的として、移動平均法による原価法

(貸借対照表価格については収益性の低下に基づく簿価引下げの方法)により算定しております。

　これによる影響額は軽微であります。

－ 2 －



③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日（企業会計審

査会第一部会)、平成19年3月30日改正)及び「リース取引に関する会計基準の適用方針」(企業会計基準適用

指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年3月30日改正)が平成20年4月

1日以降開始する連結会計年度に係る四半期財務諸表から適用することが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を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ-ス資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以

外のものは零としております。

　これによる影響額は軽微であります。　

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 1,687,712 1,759,950

受取手形及び売掛金 1,684,455 2,353,522

商品 156,814 82,547

貯蔵品 69,712 69,169

その他 60,917 35,887

貸倒引当金 △15,126 △14,522

流動資産合計 3,644,486 4,286,554

固定資産   

有形固定資産 371,155 277,191

無形固定資産 57,935 60,730

投資その他の資産   

投資有価証券 836,007 748,918

その他 330,058 327,084

貸倒引当金 △172,639 △169,928

投資その他の資産合計 993,426 906,073

固定資産合計 1,422,517 1,243,995

資産合計 5,067,004 5,530,550

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,266,165 1,743,035

1年内返済予定の長期借入金 10,000 10,000

未払金 147,997 101,309

未払法人税等 6,715 19,509

リース債務 19,087  

その他 65,129 105,872

流動負債合計 1,515,095 1,979,726

固定負債   

長期借入金  2,500

繰延税金負債 169,209 137,144

退職給付引当金 63,095 59,645

役員退職慰労引当金 25,651 25,459

リース債務 60,899  

固定負債合計 318,856 224,748

負債合計 1,833,951 2,204,475



（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 1,004,427 1,004,427

資本剰余金 541,691 541,691

利益剰余金 1,368,915 1,516,582

自己株式 △57,415 △57,321

株主資本合計 2,857,618 3,005,380

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 371,477 316,453

評価・換算差額等合計 371,477 316,453

少数株主持分 3,955 4,241

純資産合計 3,233,052 3,326,075

負債純資産合計 5,067,004 5,530,550



（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 956,571

売上原価 741,522

売上総利益 215,049

販売費及び一般管理費 314,630

営業損失（△） △99,580

営業外収益  

受取利息 497

受取配当金 6,983

たな卸資産処分益 1,375

その他 1,617

営業外収益合計 10,473

営業外費用  

支払利息 366

たな卸資産処分損 56

営業外費用合計 422

経常損失（△） △89,529

税金等調整前四半期純損失（△） △89,529

法人税、住民税及び事業税 3,424

少数株主損失（△） △286

四半期純損失（△） △92,667



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△89,529

減価償却費 38,446

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,313

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 192

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,450

受取利息及び受取配当金 △7,480

支払利息 366

売上債権の増減額（△は増加） 661,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,985

仕入債務の増減額（△は減少） △442,140

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,694

その他 △7,192

小計 63,064

利息及び配当金の受取額 7,362

利息の支払額 △366

法人税等の支払額 △14,014

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,046

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 △87,341

その他 △552

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,893

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △2,500

自己株式の取得による支出 △256

自己株式の処分による収入 94

配当金の支払額 △34,551

リース債務の返済による支出 △3,177

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,237

現金及び現金同等物の期首残高 1,564,950

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,492,712



　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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

(事業区分の変更)

　事業区分の方法については、従来、製品の種類や性質の類似性に基づいて使用目的別に国土保全事業、環境

景観事業、土木シート事業に３区分しておりましたが、当第１四半期より、製品およびサービスの販売方法の

類似性から「型枠貸与事業」と「環境土木製品販売事業」の２区分に変更いたしました。この変更は、当社グ

ループにおける事業の実態をより適切に反映し、セグメント情報の有効性を高めるために行ったものでありま

す。「型枠貸与事業」は、消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与および生態系保全、景観修景に関わる

河川、道路、公園等のコンクリート二次製品の製造用鋼製型枠の貸与であります。「環境土木製品販売事業」

は、消波根固用ブロック製品、消波根固用自然石製品、生態系保全、景観修景に関わる河川、道路、公園等の

コンクリート二次製品、土木吸出防止、洗掘防止、遮水等の土木用シートマットの製品等の販売であります。

　この事業区分の方法によった前年同期売上高は、「型枠貸与事業」が341,041千円、「環境土木製品販売事

業」が742,936千円であります。また、前年同期営業利益は、「型枠貸与事業」357千円、「環境土木製品販売

事業」△37,004千円であります。

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）

 
型枠貸与事業
（千円）

環境土木製品
販売事業
（千円）

　計　
（千円）

消去又は全社
　
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 330,106 626,465 956,571 － 956,571

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －　 －

計 330,106 626,465 956,571 －　 956,571

営業損失 △37,327 △62,252 △99,580 －　 △99,580

            (注）１．事業区分の方法

                   製品およびサービスの販売方法の類似性を勘案して区分しています。

           　　２．各区分に属する主要な事業の内容

                   型枠貸与事業   消波根固用ブロックの製造用鋼製型枠の貸与、および生態系保全、景観修景

　　　　　　　　　　　　　　　　　に関わる河川、道路、公園等のコンクリート二次製品の製造用鋼製型枠の貸与

　　　　　　　　   環境土木製品   消波根固用ブロック製品、消波根固用自然石製品、生態系保全、景観修景に関

　　　　　　　　　 販売事業　　　 わる河川、道路、公園等のコンクリート二次製品、

                   　　　　　　　 土砂吸出防止、洗掘防止、遮水等の土木用シートマットの製品等の販売

           　　 ３．会計方針の変更

           　　 　 「定性的情報・財務諸表等」４．(３)③に記載のとおり、「リース取引に関する会計基準」の変更

に伴い、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ-ス資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

これにより、従来の計上方法による場合に比べ、当第１四半期連結会計期間の型枠貸与事業に与え

る影響額は軽微であります。

－ 1 －



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）

 
型枠貸与事業
（千円）

環境土木製品
販売事業
（千円）

　計　
（千円）

消去又は全社
　
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 341,041 742,936 1,083,977 － 1,083,977

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －　 －

計 341,041 742,936 1,083,977 －　 1,083,977

営業損失 357 △37,004 △36,647 －　 △36,647

ｂ．所在地別セグメント情報

　当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）

　在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）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（千円）

Ⅰ　売上高 1,083,977

Ⅱ　売上原価 818,563

売上総利益 265,413

Ⅲ　販売費及び一般管理費 302,060

営業損失 36,647

Ⅳ　営業外収益 7,200

Ⅴ　営業外費用 179

経常損失 29,626

Ⅵ　特別利益 6,859

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純損失 22,766

税金費用 3,416

少数株主損失 241

四半期純損失 26,425
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年3月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税金等調整前四半期損失
(損失は△)

△22,766

売上債権増減額(増加は△) 716,155

たな卸資産増減額(増加は
△)　

△51,808

仕入債務増減額(減少は
△)

△543,326

その他　 △3,258

小計 94,994

法人税等の支払額　 △14,015

その他　 6,461

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

87,441

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　

△12,685

有形固定資産の売却による
収入　

12,178

その他　 5,257

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

4,751

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入金の返済による支
出

△7,500

その他　 △5,743

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△13,243

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

78,948

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,697,569

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

1,776,517
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

　(単位：千円未満切捨表示)

国土保全事業 環境景観事業 土木シート事業 計 消去又は全社 連結

売上高 394,867 325,378 363,731 1,083,977 － 1,083,977

営業費用 425,039 316,975 378,610 1,120,624 － 1,120,624

営業利益又は営業損

失（損失は△)
△30,171 8,403 △14,878 △36,647 － △36,647

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

　　　在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年3月期第1四半期）

　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（４）生産、受注及び販売の状況

(1）仕入実績

　当社グループは、自社工場を持たず製作・製造委託会社に商品を製造委託しており、生産実績の記載ができませ

んので、これに代え仕入実績を記載しております。

事業の種類別セグメントの
名称

内容
(当第１四半期連結会計期間)

自　平成20年４月１日 
至　平成20年６月30日 

 型枠貸与事業（千円）

国土保全用の消波根固の３連ブロック、ス

トーンブロック等及びネストン、ジオロッ

ク、環境保全型ブロック等の製造用鋼製型

枠の貸与

-　

 環境土木製品販売事業（千

円）

国土保全用の消波根固ブロック等の商品、

ネストン、ジオロック、環境保全型ブロッ

ク等の商品及びステラシート、ステラ遮水

等の商品の販売

616,403

計（千円） 616,403

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは、受注生産を行っておりません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの
名称

内容
(当第１四半期連結会計期間)

自　平成20年４月１日 
至　平成20年６月30日 

 型枠貸与事業（千円）
国土保全用の消波根固の３連ブロック、ス

トーンブロック等の製造用鋼製型枠の貸与
330,106

環境土木製品販売事業

（千円）

ネストン、ジオロック、環境保全型ブロッ

ク等の製造用鋼製型枠の貸与
626,465

計（千円） 956,571

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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