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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 941 ― 11 ― 21 ― 1 ―

20年3月期第1四半期 997 △6.3 70 ― 41 ― 13 ―

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 0.16 ―

20年3月期第1四半期 1.49 ―

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 5,262 1,398 25.8 151.03
20年3月期 5,627 1,467 25.1 157.07

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,357百万円 20年3月期  1,411百万円

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

21年3月期（予想） ――― ― ― 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 2,050 ― 40 ― 0 ― 0 ― 0.00
通期 5,180 △0.8 450 △20.0 360 △18.0 180 △26.9 20.03

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）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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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）上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があ
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 無

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  8,987,700株 20年3月期  8,987,700株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,838株 20年3月期  2,838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  8,984,862株 20年3月期第1四半期  8,984,862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 1四半期連結会計期間における我が国経済は、米国における低所得者向け住宅融資

「サブプライムローン」の問題をきっかけに米国で金融市場の混乱が続いているなか、原

油、食料、飼料、原材料等価格の高騰の影響で企業収益は減少し、設備投資も低迷するな

ど、景況感は悪化し、景気に不透明感を増す経済環境で推移してまいりました。 

当社の係る建設業界におきましては、改正建築基準法の施行の影響の余波が続いている

なか、建築着工件数は弱含みの横ばい状態であり、また、原材料の高騰を受け、そのコス

トアップによる収益の圧迫で業界全体が厳しい環境でありました。 

  このような経済状況のもとで、第 1四半期連結会計期間における当社グループの受注高

は 942百万円となり、売上高は 941百万円（前年同期比 5．7％減）となりました。 

営業利益につきましては、ゴンドラ部門と船舶部門におきまして、収益性の低下により、

11 百万円（前年同期比 84.0％減）となりました。 

経常利益につきましては、営業利益の減少に伴い 21百万円（前年同期比 47.6％減）と

なり、四半期純利益は１百万円（前年同期比 89.0％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  （資産・負債・資本の状況） 

  当第 1 四半期末時点の総資産は、売掛金の減少などにより 5,262 百万円となり、平成

20年 3月期末の 5,627百万円から 364 百万円の減少となりました。 

  負債の部も、支払手形および買掛金の減少や未払税金の納付などにより 3,864百万円と

なり、平成 20年 3月期末の 4,159百万円から 294百万円の減少となりました。 

  また、純資産の部は、配当金の支払いなどにより 1,398百万円となり、平成 20年 3月

期末 1,467百万円から 69百万円の減少となりました。 

  これらの結果により、当第 1四半期末の自己資本比率は、25.8％と平成 20年 3月期末

より若干上昇しております。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四半期連結会計期間における連結ベースの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て 63百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末は

529 百万円となりました。 

  当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであり

ます。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果獲得した資金は、104百万円となりました。これは主に売掛金の回収

によるものです。 



   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果獲得した資金は、24 百万円になりました。これは主に、貸付金の

回収によるものです。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は、63 百万円になりました。これは主に、配当金の

支払や長期借入金の返済によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  業績は、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成 20年５月 23日に発表致しました

業績予想から変更はありません。 

  今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

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 

   貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用

いております。 

 

 (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 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、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。 

    この結果、従来の方法によった場合と比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ 19,786千円減少しております。 

 



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 570,440 507,693

受取手形及び売掛金 1,137,322 1,646,936

原材料 74,906 74,701

仕掛品 390,451 301,197

繰延税金資産 83,349 74,671

その他 87,144 72,175

貸倒引当金 △6,336 △10,779

流動資産合計 2,337,279 2,666,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 538,907 560,447

機械装置及び運搬具 55,499 53,615

土地 1,900,031 1,900,031

その他 64,583 66,367

有形固定資産合計 2,559,021 2,580,460

無形固定資産 167,874 180,499

投資その他の資産   

投資有価証券 54,131 46,504

繰延税金資産 17,215 27,551

その他 141,030 139,441

貸倒引当金 △13,817 △13,877

投資その他の資産合計 198,560 199,619

固定資産合計 2,925,455 2,960,580

資産合計 5,262,734 5,627,175

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 716,125 800,799

短期借入金 743,443 770,450

未払法人税等 28,793 149,778

賞与引当金 86,262 51,657

受注損失引当金 59,244  

その他 293,134 416,527

流動負債合計 1,927,003 2,189,212

固定負債   

長期借入金 1,639,036 1,675,940

退職給付引当金 211,324 208,615

役員退職慰労引当金 86,497 84,707

その他 786 944



（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) 

固定負債合計 1,937,645 1,970,208

負債合計 3,864,649 4,159,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 333,875 359,957

自己株式 △382 △382

株主資本合計 1,327,945 1,354,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,416 15,235

為替換算調整勘定 8,681 41,991

評価・換算差額等合計 29,097 57,226

少数株主持分 41,041 56,501

純資産合計 1,398,084 1,467,755

負債純資産合計 5,262,734 5,627,175



（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 941,585

売上原価 731,982

売上総利益 209,603

販売費及び一般管理費 197,558

役員報酬 19,458

給料及び手当 79,073

賞与引当金繰入額 9,429

退職給付費用 7,831

役員退職慰労引当金繰入額 1,490

減価償却費 3,026

その他 77,250

営業利益 12,044

営業外収益  

受取利息 137

受取配当金 344

為替差益 25,187

その他 2,831

営業外収益合計 28,500

営業外費用  

支払利息 17,668

その他 158

営業外費用合計 17,826

経常利益 22,718

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,509

固定資産売却益 524

特別利益合計 4,033

特別損失  

固定資産除売却損 34

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純利益 26,717

法人税、住民税及び事業税 26,223

法人税等調整額 207

法人税等合計 26,430

少数株主損失（△） △1,184

四半期純利益 1,471



（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 26,717

減価償却費 20,016

受注損失引当金の増減額（△は減少） 59,244

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,709

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,790

受取利息及び受取配当金 △482

支払利息 17,668

為替差損益（△は益） △26,829

固定資産除売却損益（△は益） △489

売上債権の増減額（△は増加） 482,926

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,199

仕入債務の増減額（△は減少） △91,066

その他 △134,660

小計 262,343

利息及び配当金の受取額 585

利息の支払額 △9,498

法人税等の支払額 △148,758

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,672

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △1,950

有形固定資産の取得による支出 △13,797

有形固定資産の売却による収入 1,207

貸付けによる支出 △1,500

貸付金の回収による収入 15,020

その他 25,492

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,471

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △13,174

長期借入れによる収入 11,700

長期借入金の返済による支出 △47,088

配当金の支払額 △14,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,173

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,405

現金及び現金同等物の期首残高 465,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 529,346



 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 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 
    

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） 
    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 
 
   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） 
    該当事項はありません。 



「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

(平成20年3月期

(単位：千円）

科　　　　目

前四半期

第1四半期末）
金 額

Ⅰ 売上高 997,972

Ⅱ 売上原価 731,830

売上総利益 266,142

Ⅲ 販売費及び一般管理費 195,958

営業利益 70,184

Ⅳ 営業外収益 2,366

1 受取利息 4

2 受取配当金 303

3 その他 2,058

Ⅴ 営業外費用 30,688

1 支払利息 28,955

2 その他 1,733

経常利益 41,861

税金等調整前四半期純利益 41,861

税金費用 30,386

少数株主損失（△） △ 1,872

四半期純利益 13,345



「参考資料」

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 446,013

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 385,759

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 60,254

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 267

　　財務活動によるキャッシュ･フロー 51,148

長期借入金の返済による支出 △ 65,287

長期借入れによる収入 200,000

短期借入金の純減少額 △ 83,565

 Ⅲ 財務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 2,250

その他 △ 1,205

有形固定資産の取得による支出 △ 1,195

定期預金の純増加額 4,650

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー

　　営業活動によるキャッシュ･フロー 7,121

法人税等の支払額 △ 167,552

利息の支払額 △ 28,956

利息及び配当金の受取額 394

小計 203,234

その他 86,853

仕入債務の減少額 △ 63,058

たな卸資産の増加額 △ 117,800

売上債権の減少額 219,523

支払利息 28,955

受取利息及び受取配当金 △ 308

役員退職慰労引当金の増加額 1,490

退職給付引当金の減少額 △ 16,356

減価償却費 22,070

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー

税金等調整前当期純利益 41,861

(単位：千円）

前四半期

区　　　　　　分 金 額

(平成20年3月期

第1四半期末）
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