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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 3,454 ― △471 ― △462 ― △263 ―
20年3月期第1四半期 2,972 △29.1 △286 ― △289 ― △198 ―

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 △14.19 ―
20年3月期第1四半期 △10.72 ―

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 19,442 3,142 16.2 169.40
20年3月期 22,114 3,407 15.4 183.65

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,142百万円 20年3月期  3,407百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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 10,100 ― △480 ― △500 ― △320 ― △17.25
通期 30,300 △4.9 340 △10.0 320 △14.9 100 △53.8 5.39

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、２ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧下さい。  

(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、２ページ〔定性的情報・財務諸表等〕４．その他をご覧下さい。  

(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場合がありま
す。 
  なお、業績予想に関する事項については２ページ〔定性的情報・財務諸表等〕３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
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  18,555,000株 20年3月期  18,555,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,250株 20年3月期  2,250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  18,552,750株 20年3月期第1四半期  18,553,090株
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〔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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した米国金融への不安感の高まりや世

界的な規模での原油や食料等の資源価格の高騰の影響を受け、設備投資や個人消費に減速傾向がみえはじめ、

景気の先行きは不安定化を増しています。

　道路建設業界におきましては、道路特定財源の暫定税率の遅延決着の影響を受け、当期間における公共投

資は総じて低調に推移し、舗装原材料であるアスファルト価格等が高騰を続けていることも加わって、経営

環境は更に厳しさを増す状況にあります。

　このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社をいう。以下同じ。）は、選別受注と経営体質

の改善を図りつつ、受注高と利益の確保に努めてまいりました。

当第１四半期の連結業績は、売上高34億54百万円（前年同期比16.2％増加）、経常損失４億62百万円（前年

同期は経常損失２億89百万円）、四半期純損失２億63百万円（前年同期は四半期純損失１億98百万円）となり

ましたが、概ね当初の予定どおりに進捗しています。

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、下半期特に第４四半期に偏る季節的要因がある

ため、第１四半期の経営成績は全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の減少により、前連結会計年度末より26億71百万円減少し、

194億42百万円になりました。

　負債合計は、支払手形・工事未払金等の減少により、前連結会計年度末より24億７百万円減少し、162億99

百万円になりました。

　純資産は、四半期純損失による利益剰余金の減少等により31億42百万円になりました。

キャッシュ・フローにつきましては、売上代金の回収が進んだこと等により、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは14億39百万円の資金の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出等により14百万円の資金の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済によって１百万円の資金の減少

となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首より14億23百万円増加し、41億28百万円となっ

ております。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、通期並びに第２四半期連結累計期間とも平成20年５月15

日公表の連結業績予想値に変更はありません。
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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

(簡便な会計処理の適用)

① 貸倒見積高を算定する方法
一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計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、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しています。

② 固定資産の減価償却費の算定方法
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に

係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

③ 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
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算
当連結会計年度の税金等調整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、

税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
　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。

(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  当第１四半期連結会計期間より「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
　 材料貯蔵品

従来、総平均法による原価法によっていましたが、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、総平
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下げの方法)により算定
しております。
　なお、この適用による当四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

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(企業会計審議会第一部会)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指
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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から
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
等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた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ー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、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、引き続き通常の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す。
　この適用による当四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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

現金及び預金 4,128 2,704

受取手形・完成工事未収入金等 5,812 11,799

未成工事支出金 4,152 2,547

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 144 131

その他 579 324

貸倒引当金 △57 △57

流動資産合計 14,762 17,452

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2 1,088 1,099

機械及び装置（純額） ※1 452 ※1 426

土地 ※1 2,778 ※1 2,778

その他（純額） ※1 21 ※1 19

有形固定資産合計 4,341 4,324

無形固定資産 62 63

投資その他の資産

破産更生債権等 114 124

その他 315 312

貸倒引当金 △154 △163

投資その他の資産合計 275 273

固定資産合計 4,680 4,661

資産合計 19,442 22,114

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,674 14,345

未払法人税等 23 160

未成工事受入金 2,848 1,783

完成工事補償引当金 26 26

賞与引当金 4 9

工事損失引当金 160 177

その他 925 593

流動負債合計 14,662 17,094

固定負債

退職給付引当金 1,139 1,113

その他 497 498

固定負債合計 1,636 1,612

負債合計 16,299 18,706
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 69 332

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,940 3,203

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3 4

土地再評価差額金 199 199

評価・換算差額等合計 202 203

純資産合計 3,142 3,407

負債純資産合計 19,442 22,114
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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：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 3,454

売上原価 3,479

売上総損失（△） △24

販売費及び一般管理費 446

営業損失（△） △471

営業外収益

受取利息 8

受取地代家賃 4

雑収入 3

営業外収益合計 17

営業外費用

支払利息 2

支払保証料 3

雑支出 1

営業外費用合計 8

経常損失（△） △462

特別利益

固定資産売却益 3

国庫補助金 1

特別利益合計 5

特別損失

固定資産除却損 1

固定資産圧縮損 1

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純損失（△） △460

法人税等 △197

四半期純損失（△） △263
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（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)

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損失（△） △460

減価償却費 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25

賞与引当金の増減額（△は減少） △5

工事損失引当金の増減額（△は減少） △16

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 2

有形固定資産売却損益（△は益） △3

固定資産除却損 1

売上債権の増減額（△は増加） 5,986

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,618

その他の流動資産の増減額（△は増加） △54

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2

仕入債務の増減額（△は減少） △3,670

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,065

その他の流動負債の増減額（△は減少） 272

その他 △0

小計 1,573

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △2

補助金の受取額 1

法人税等の支払額 △142

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,439

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 △23

有形固定資産の売却による収入 10

その他 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △14

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,423

現金及び現金同等物の期首残高 2,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 4,128
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当第１四半期連結会計期間より「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は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じ

て記載しております。

(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

  (事業の種類別セグメント情報)

　   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)

建設事業

(百万円)

　製造・
販売事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　 対する売上高

2,527 921 4 3,454 ― 3,454

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 196 ― 196 (196) ―

計 2,527 1,117 4 3,650 (196) 3,454

営業利益又は営業損失(△) △263 △94 3 △353 (117) △471

(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1) 事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

(2) 各事業区分に属する主要な事業の内容

建設事業 ：舗装工事、土木工事及び建築工事等に関する事業

製造・販売事業：建設用資材の製造・販売に関する事業

その他の事業 ：不動産取引に関する事業他

 (所在地別セグメント情報)

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)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので該当事項はありません。

  (海外売上高)

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)

海外売上高がありませんので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〕

1. 前四半期に係る財務諸表等

(要約) 前四半期連結損益計算書

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)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高

　 完成工事高 2,036

　 製品等売上高 936 2,972

Ⅱ 売上原価

　 完成工事原価 1,946

　 製品等売上原価 925 2,872

　 売上総利益

　 完成工事総利益 90

　 製品等売上総利益 10 100

Ⅲ 販売費及び一般管理費 387

　 営業利益 △286

Ⅳ 営業外収益 13

Ⅴ 営業外費用 15

　 経常利益 △289

Ⅵ 特別利益 1

Ⅶ 特別損失 1

　 税金等調整前四半期純利益 △288

　 法人税、住民税及び事業税 10

　 法人税等調整額 △100 △89

　 四半期純利益 △198
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2. 四半期個別受注の概要

　(1) 個別受注実績(平成20年４月１日～平成20年６月30日)

　 (百万円未満切捨)

受 注 高

百万円 ％

21年３月期第１四半期 4,326 △32.2

20年３月期第１四半期 6,381 7.6

(注) １．受注高は当第１四半期まで累計額

２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率

前第１四半期

　(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

当第１四半期

　(自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日)

比較増減 増減率

工
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事
官 公 庁 2,475 ( 38.8) 938 ( 21.7) △1,536 △62.1

部 民 間 2,970 ( 46.5) 2,462 ( 56.9) △508 △17.1

門 計 5,445 ( 85.3) 3,400 ( 78.6) △2,044 △37.6

製 品 等 部 門 936 ( 14.7) 926 ( 21.4) △9 △1.1

合 計 6,381 (100.0) 4,326 (100.0) △2,054 △32.2

(注) ( )内のパーセント表示は、構成比率

　(2) 個別受注予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

　 (百万円未満切捨)

第２四半期累計期間 通 期

百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期予想 12,500 △10.0 30,000 △5.4

20年３月期実績 13,896 5.5 31,697 5.1

(注) パーセント表示は、前年同期比増減率

　 以 上
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