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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 6,883 ― 599 ― 659 ― 366 ―

20年3月期第1四半期 5,085 15.6 567 35.5 639 34.7 374 34.3

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 17.56 ―

20年3月期第1四半期 17.94 ―

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 45,676 30,160 66.0 1,446.63
20年3月期 46,056 29,869 64.9 1,433.43

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  30,160百万円 20年3月期  29,869百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 16,000 ― 1,500 ― 1,610 ― 930 ― 42.81
通期 45,300 5.2 4,050 1.1 4,230 1.6 2,450 4.5 112.48

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  21,858,491株 20年3月期  21,158,491株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,009,799株 20年3月期  321,090株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  20,842,907株 20年3月期第1四半期  20,871,009株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点で入力可能な情報に基づき当社で判断したものであり、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場合があります。  



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１四半期会計期間の売上高は、前事業年度から繰越された大型工事物件が完成したことを主因として、前第１

四半期会計期間比17億９千８百万円（35.4%増）増加し、68億８千３百万円となりました。

  営業利益は、売上高増加による売上総利益増加要因もありましたが、低採算の大型工事物件が完成したことによる

売上総利益率の低下や寮社宅の修繕等に伴う販売費及び一般管理費の増加により、前第１四半期会計期間比３千２百

万円（5.7%増）増加の５億９千９百万円となりました。

　経常利益は、前第１四半期会計期間比１千９百万円（3.0%増）増加し、６億５千９百万円となりました。又、純利

益は、棚卸資産の収益性低下に伴う特別損失の計上もあり前第１四半期会計期間比８百万円（2.2%減）減少の３億６

千６百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　（１）資産、負債及び純資産の状況

　第１四半期会計期間末の資産合計は、456 億７千６百万円となり、前事業年度末比３億８千万円の減少となりまし

た。これは、工事代金の回収や受取手形の決済により受取手形・完成工事未収入金等が49億７百万円減少する一方、

資金運用による有価証券が23億７千８百万円増加したことや繰越工事進捗による未成工事支出金が16億８千３百万円

増加したこと等が要因であります。

　負債合計は、155 億１千５百万円となり、前事業年度末比６億７千１百万円の減少となりました。これは、支払手

形・工事未払金等が減少したことや法人税等の納付により未払法人税等が10億３千３百万円減少する一方、未成工事

受入金が８億３千８百万円増加したこと等が要因であります。

　純資産合計は、301 億６千万円となり、前事業年度末比２億９千１百万円の増加となりました。これは、その他有

価証券評価差額金が２億２千９百万円増加したこと等が要因であります。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動による資金で24億６千６百万円の収入

超過、投資活動による資金で９億５千８百万円の支出超過、財務活動による資金で4億7百万円の収入超過となりまし

た。この結果、現金及び現金同等物の第１四半期末残高は、84億３千８百万円となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、24億６千６百万円の収入超過となりました。これは、未成工事支出金が

16億８千３百万円増加したことや仕入債務が17億６千３百万円減少したことによる資金支出要因もあったものの、売

上債権の49億７百万円の減少又未成工事受入金の８億３千８百万円の増加等の資金流入要因により収入超過となった

ものです。

（投資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・フローは、第１四半期会計期間が売上債権の回収期に当たることから、効率的な資

金運用を目的とした有価証券の取得・売却の結果、９億５千８百万円の支出超過となったものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に伴う収入・支出

で７億２千万円の収入超過となったことや配当金の支払額３億１千２百万円を主因として、４億７百万円の収入超過

となったものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績がほぼ当初の予定通りであることから、平成20年５月９日に公表しました、第２四半期累計期

間及び通期の業績予想に変更はありません。



４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②完成工事に係るかし担保費用見積額の算定方法

　補償見積率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において算

定した過去の実績率等の合理的な基準を使用して補償見積額を算定しております。

③税金費用の計算方法 

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税

等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

（販売用不動産）

　通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、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、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り下げの方法）

により算定しております。これにより、税引前四半期純利益は、29,871千円減少しております。

（材料貯蔵品）

　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

借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。これによる損益

の影響はありません。

（３）追加情報

　　　　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～１０年としておりましたが、当第１四半期会計期間より６

年に変更いたしました。

　この変更は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律　平成２０年４月３０日法律第２３号）及

び（所得税法等の一部を改正する法律附則第１１９条の２の規定による経過措置を定める政令　平成２０年４月

３０日政令第１６４号））により、耐用年数を見直した結果によるものであります。

　　　　これによる損益に与える影響は軽微であります。



 

（４）信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける新株式発行および自己株式処分に関する会計処理方法に

ついて

　当社は、平成２０年４月１日開催の取締役会において、社員福利厚生の増進を図ると同時に、幅広い層の社員

が株価を意識し、業績向上への共通認識を持って業務遂行し、このことにより企業価値向上を図るべく「信託型

従業員持株インセンティブ・プラン」の導入を決議しました。この決議に基づき、平成２０年４月２２日付で、

新株式（普通株式）700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下「信託口」という。）に

第三者割当の方法で発行しております。また併せて自己株式300,000株を信託口へ処分しております。

　当該新株式の発行及び自己株式の処分については、当社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視し

た保守的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。

　すなわち、信託口に第三者割当の方法で発行された新株式については、当社が全株自己株式として受け入れた

ものとし、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたもの

として会計処理をしており、信託口に第三者割当の方法で処分された自己株式についても、信託口へ処分された

時点では譲渡を認識せず、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が

譲渡されたものとして会計処理をしております。

　従いまして、信託口が所有する当社株式や信託口の資産及び負債並びに費用及び収益についても当社貸借対照

表及び損益計算書並びにキャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。

　このため、自己株式数については、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

　なお、当第１四半期会計期間末日（平成20年６月30日）における自己株式数は、以下の通りであります。

　　　　　　　　　　　　　自己株式数　　　　　　　　　1,009,799株

　　　　　　　　　　　　　　うち当社所有自己株式数　　　 27,799株

　　　　　　　　　　　　　　うち信託口所有当社株式数　　982,000株



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,938,193 6,522,351

受取手形・完成工事未収入金等 6,727,403 11,634,426

有価証券 4,497,225 2,118,488

販売用不動産 434,945 464,817

未成工事支出金 10,789,074 9,105,146

繰延税金資産 418,450 418,450

その他 272,336 364,252

貸倒引当金 △1,370 △2,380

流動資産合計 30,076,259 30,625,552

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 3,316,638 3,491,264

その他（純額） 5,323,698 5,348,009

有形固定資産計 8,640,337 8,839,274

無形固定資産 32,646 35,062

投資その他の資産   

投資有価証券 6,331,467 5,972,966

その他 595,494 583,400

投資その他の資産計 6,926,962 6,556,367

固定資産合計 15,599,945 15,430,704

資産合計 45,676,205 46,056,256

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,893,665 7,657,244

未払法人税等 293,457 1,326,678

未成工事受入金 5,516,273 4,677,317

引当金 248,258 241,870

その他 1,604,013 1,187,078

流動負債合計 13,555,668 15,090,187

固定負債   

長期借入金 712,000 －

繰延税金負債 220,720 65,280

退職給付引当金 861,562 864,938

その他 165,745 166,801

固定負債合計 1,960,027 1,097,020

負債合計 15,515,696 16,187,207



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,302,375 3,053,175

資本剰余金 3,341,121 3,090,482

利益剰余金 23,173,078 23,119,474

自己株式 △700,446 △209,151

株主資本合計 29,116,129 29,053,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,044,379 815,067

評価・換算差額等合計 1,044,379 815,067

純資産合計 30,160,509 29,869,048

負債純資産合計 45,676,205 46,056,256



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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 6,805,078

不動産事業売上高 78,305

売上高合計 6,883,383

売上原価  

完成工事原価 5,556,676

不動産事業売上原価 28,556

売上原価合計 5,585,233

売上総利益  

完成工事総利益 1,248,402

不動産事業総利益 49,748

売上総利益合計 1,298,150

販売費及び一般管理費 698,401

営業利益 599,749

営業外収益  

受取利息 5,144

受取配当金 54,351

その他 10,925

営業外収益合計 70,421

営業外費用  

支払利息 2,017

有価証券評価損 3,548

新株発行費 2,563

その他 3,003

営業外費用合計 11,133

経常利益 659,037

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

販売用不動産評価損 29,871

特別損失合計 29,871

税引前四半期純利益 629,165

法人税等 263,000

四半期純利益 366,165



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 629,165

減価償却費 248,569

貸倒引当金の増減額（△は減少） △636

工事損失引当金の増減額（△は減少） 750

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,358

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,376

受取利息及び受取配当金 △59,495

支払利息 2,017

投資有価証券評価損益（△は益） 3,548

有形固定資産除却損 351

売上債権の増減額（△は増加） 4,907,022

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,683,927

販売用不動産の増減額（△は増加） 29,871

未収入金の増減額（△は増加） 111,853

仕入債務の増減額（△は減少） △1,763,578

未成工事受入金の増減額（△は減少） 838,956

その他の流動負債の増減額（△は減少） 490,575

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,131

その他 △22,051

小計 3,704,842

利息及び配当金の受取額 57,987

利息の支払額 △283

法人税等の支払額 △1,296,220

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,466,326

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △7,995,664

有価証券の売却による収入 7,120,000

有形固定資産の取得による支出 △91,180

投資有価証券の売却による収入 20,182

貸付金の回収による収入 101

その他 △11,756

投資活動によるキャッシュ・フロー △958,317

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 712,000

配当金の支払額 △312,710

自己株式の取得による支出 △5,767

自己株式の売却による収入 14,311

財務活動によるキャッシュ・フロー 407,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,915,842

現金及び現金同等物の期首残高 6,522,351

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,438,193



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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

　当社は、平成20年4月22日付で、野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）(以下「信託口」という。)か

ら第三者割当増資の払い込みを受けておりますが、会計処理については、当社と信託口は一体であるとの保守的

な処理をしていることから、信託口に第三者割当の方法で発行された新株式については、当社が全額自己株式と

して受入れたものとした処理をしております。

　　これにより、資本金が249,200千円、資本準備金が249,200千円、自己株式が498,400千円、それぞれ増加して

おります。

　この結果、資本金が3,302,375千円、資本準備金が3,338,395千円、自己株式が700,446千円となっております。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

　前第１四半期累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

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

　　　完成工事高 5,005,194

　　　不動産事業売上高 79,953

　　　　売上高計 5,085,147

Ⅱ　売上原価

　　　完成工事原価 3,863,624

　　　不動産事業売上原価 31,495

　　　　売上原価計 3,895,120

Ⅲ　売上総利益

　　　完成工事総利益 1,141,569

　　　不動産事業総利益 48,457

　　　　売上総利益計 1,190,027

Ⅳ　販売費及び一般管理費 622,422

　　営業利益 567,604

Ⅴ　営業外収益 73,863

Ⅵ　営業外費用 1,519

　　経常利益 639,948

Ⅶ　特別利益 14,850

Ⅷ　特別損失 2,416

　税引前四半期純利益 652,382

　税金費用 278,000

　四半期純利益 374,382



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 
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

　　 税引前四半期純利益 652,382

　　 減価償却費 173,855

　　 売上債権の増減額（増加：△） 3,180,648

　　 未成工事支出金の増減額（増加：△） △3,910,527

　　 仕入債務の増減額（減少：△） △1,369,042

　　 未成工事受入金の増減額（減少：△） 3,929,690

　　 その他 △32,058

小    計 2,624,947

　　法人税等の支払額 △1,187,759

　　その他 57,711

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,494,899

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有価証券の取得による支出 －

　　有価証券の償還、売却による収入 1,000,000

　　有形固定資産の取得による支出 △187,226

　　投資有価証券の取得による支出 △216,219

　　投資有価証券の償還、売却による収入 39,926

　　その他 163,620

投資活動によるキャッシュ・フロー 800,101

Ⅲ　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 －

　　 長期借入金の返済による支出 －

　　 配当金の支払額 △261,063

　　 自己株式の取得による支出 △12,522

財務活動によるキャッシュ・フロー △273,586

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 2,021,415

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,635,324

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 9,656,739
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