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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 923 ― △156 ― △147 ― △333 ―
20年3月期第1四半期 1,200 8.7 △146 ― △130 ― △69 ―

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 △51.09 ―
20年3月期第1四半期 △10.61 ―

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 6,351 2,946 45.8 446.44
20年3月期 6,688 3,264 48.2 494.48

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,910百万円 20年3月期  3,224百万円

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 ― 0.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

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  有   

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 3,500 ― △218 ― △203 ― △358 ― △54.91
通期 9,000 15.0 6 ― 44 ― △217 ― △33.28

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、３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 
 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１
４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。 
 なお、本資料に記載されている業績予想は、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異
なる結果と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 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  6,527,200株 20年3月期  6,527,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7,590株 20年3月期  6,710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  6,519,823株 20年3月期第1四半期  6,521,329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わが国経済は、株価の下落や原油価格の高騰が続き足踏み状態で推移いたし

ました。加えて、公共工事や民間建設工事も低調で、当社グループにとっては厳しい経営環境が続きました。

　このような環境下にあって、四国の既存エリアを始めとして各方面の工事の受注及び売上の確保に努めましたが、

通信工事や上下水道資材の販売など全般的に売上高が落ち込んだことにより売上高が923百万円となりました。

　利益面につきましては、工事原価の削減に努めましたが、設備工事、通信工事、土木工事の採算面での悪化や全

般的な売上高不足により、経常損失が147百万円、また収益性の低下が見込まれる未成工事支出金に対する工事損失

引当金208百万円を特別損失として計上したことにより、四半期純損失が333百万円となりました。

　なお、当社グループにおける売上高は、主要事業である建設事業において完成引渡しが第３四半期及び第４四半

期に集中する季節的変動があります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べて337百万円減少し、6,351百万円となりました。こ

れは主に、売上債権の回収による受取手形及び完成工事未収入金等の減少905百万円や、手持工事の増加による未成

工事支出金の増加685百万円などによるものです。また負債は、前連結会計年度末に比べて19百万円減少し、3,404

百万円となりました。これは主に、支払手形及び工事未払金等の減少464百万円や、未成工事受入金の増加202百万

円、工事損失引当金の増加208百万円などによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後につきましても、公共工事等の状況は変わらず当社グループにとっては厳しい経営環境が続くことが予想さ

れます。第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、第２四半期に完成予定である設備工事の請負代金に

回収懸念があるため、第１四半期で工事損失引当金208百万円を特別損失として計上すると共に、第２四半期では当

該回収懸念額を売上高として計上しない予定であることを主要因として当初予想の売上高を下回る見込であります。

利益面につきましても、上記の理由に加えて設備工事、通信工事、土木工事の採算性が全般的に悪化しており当初

予想を下回る見込であります。

　通期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の状況に加えて土木工事と上下水道用資材の販売が伸

び悩んでおり当初予想の売上高を下回る見込であります。利益面につきましても、施工の効率化や固定費の圧縮に

取り組むことと、第３四半期及び第４四半期に施工高が伸びることによる採算性の向上が見込まれるものの、第２

四半期の落ち込みの影響を受け当初予想を下回る見込であります。

　なお、平成20年５月12日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想との差異は

次のとおりです。

　（第２四半期連結累計期間）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 １株当たり四半期純利益

 　百万円 百万円　 百万円　 百万円　 円　　銭　

　前回発表予想（Ａ） 3,798 △90 △70 △52 △7.97

　今回発表予想（Ｂ） 3,500 △218 △203 △358 △54.91

　増減額（Ｂ－Ａ） △298 △128 △133 △306 －

　増減率（％） △7.8 － － － －

　（通期）

 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　

　前回発表予想（Ａ） 9,466 102 140 66 10.12

　今回発表予想（Ｂ） 9,000 6 44 △217 △33.28

　増減額（Ｂ－Ａ） △466 △96 △96 △283 －

　増減率（％） △4.9 △94.1 △68.6 － －

－ 1 －



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

　　　　　　1)　固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としており

　　　　　　　ます。

　　　　　　2)　実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によ

              っております。

　　　　　　3)　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。

　　　　　②　四半期連結財務諸表の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　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　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）が適用され

　　たことに伴い、原価法から原価法（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

　　変更しております。

　　　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　　　なお、セグメント情報に与える影響も軽微である為、記載を省略しております。

　③　当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）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）を早期に適用し、所有権移転外ファイナ

　　ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方

　　法に準じた会計処理に変更しております。

　　　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法

　　によっております。

　　　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

　　貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　　　また、リース会計基準適用初年度以降において、１件当たりのリース料総額が３百万円を超える重要な所

　　有権移転外ファイナンス・リース取引がないため、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりま

　　す。そのため、総資産及び損益への影響はありません。

　　　　　④　売上原価及び一般管理費の計上区分について（追加情報）

　　　　　　　工事部門の管理職について、従来、管理業務が主たる業務になっていましたが、現場業務の比重が増加し

　　　　　　ている実態に鑑み、当第１四半期結会計期間より、関連人件費等の原価区分を販売費及び一般管理費から間

　　　　　　接工事原価として処理することとしました。

　　　　　　　この変更により、従来と同様の方法を採用した場合と比べて、完成工事原価が41,137千円、兼業事業売上

　　　　　　原価が4,064千円増加し、完成工事総損失が41,137千円増加、兼業事業総利益が4,064千円減少するととも

　　　　　　に、販売費及び一般管理費が45,202千円減少しております。

　　　　　　　また、セグメント情報に与える影響はありません。

－ 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。

（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

　          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
（千円）

兼業事業
（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 722,193 201,675 923,869 － 923,869

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 29,369 29,369 △29,369 －

計 722,193 231,045 953,239 △29,369 923,869

営業利益又は営業損失（△） △103,370 328 △103,042 △53,007 △156,050

　（注）１　事業区分の方法は、四半期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内容

(1）建設事業　　　　　電気通信設備工事、電気設備工事、給排水・衛生・空調設備工事、土木工事及び上下

水道工事に関する事業

(2）兼業事業　　　　　工事資材販売、電子機器の組立加工、警備業、不動産賃貸業等に関する事業

 

ｂ．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）

　　在外連結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。

－ 3 －



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   

現金預金 458,757 607,839

受取手形・完成工事未収入金等 1,400,191 2,305,809

未成工事支出金 1,244,884 559,275

材料貯蔵品 67,658 61,929

商品 1,303 2,974

仕掛品 144 144

繰延税金資産 77,331 35,137

その他 79,106 64,742

貸倒引当金 △1,870 △2,950

流動資産合計 3,327,508 3,634,902

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,243,131 1,242,648

機械・運搬具 238,049 248,873

土地 886,683 886,683

その他 158,406 157,495

減価償却累計額 △1,008,333 △1,006,650

有形固定資産計 1,517,938 1,529,049

無形固定資産   

その他 12,718 13,006

無形固定資産計 12,718 13,006

投資その他の資産   

投資有価証券 776,062 752,399

繰延税金資産 351,826 379,546

その他 548,774 552,457

貸倒引当金 △183,220 △172,467

投資その他の資産計 1,493,442 1,511,936

固定資産合計 3,024,099 3,053,992

資産合計 6,351,607 6,688,895

2008/08/06 22:14:
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,315,939 1,779,947

短期借入金 490,000 460,000

未成工事受入金 367,849 165,101

賞与引当金 52,298 60,665

役員賞与引当金 950 2,050

完成工事補償引当金 712 275

工事損失引当金 208,000 －

その他 214,758 203,402

流動負債合計 2,650,507 2,671,441

固定負債   

長期借入金 50,000 57,500

退職給付引当金 534,962 525,987

役員退職慰労引当金 159,978 159,641

その他 9,396 9,456

固定負債合計 754,336 752,584

負債合計 3,404,844 3,424,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 932,770 932,770

資本剰余金 695,280 695,280

利益剰余金 1,296,318 1,629,383

自己株式 △3,034 △2,805

株主資本合計 2,921,334 3,254,628

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,749 △30,359

評価・換算差額等合計 △10,749 △30,359

少数株主持分 36,178 40,599

純資産合計 2,946,763 3,264,869

負債純資産合計 6,351,607 6,688,895
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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：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  

完成工事高 722,193

兼業事業売上高 201,675

売上高合計 923,869

売上原価  

完成工事原価 727,387

兼業事業売上原価 166,755

売上原価合計 894,143

売上総利益  

完成工事総損失（△） △5,193

兼業事業総利益 34,920

売上総利益合計 29,726

販売費及び一般管理費  

役員報酬 51,509

従業員給料手当 42,266

賞与引当金繰入額 8,657

役員賞与引当金繰入額 950

退職給付引当金繰入額 1,471

役員退職慰労引当金繰入額 3,343

貸倒引当金繰入額 448

その他 77,131

販売費及び一般管理費合計 185,776

営業損失（△） △156,050

営業外収益  

受取利息 159

受取配当金 6,586

その他 3,680

営業外収益合計 10,426

営業外費用  

支払利息 2,137

その他 177

営業外費用合計 2,315

経常損失（△） △147,938

特別利益  

固定資産売却益 3,671

特別利益合計 3,671
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（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) 

特別損失  

固定資産除却損 20

投資有価証券評価損 1,389

工事損失引当金繰入額 208,000

貸倒引当金繰入額 9,225

特別損失合計 218,635

税金等調整前四半期純損失（△） △362,903

法人税、住民税及び事業税 1,848

法人税等調整額 △27,765

法人税等合計 △25,917

少数株主損失（△） △3,920

四半期純損失（△） △333,065
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（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損失（△） △362,903

減価償却費 12,938

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,673

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,366

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 337

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 437

工事損失引当金の増減額（△は減少） 208,000

受取利息及び受取配当金 △6,746

支払利息 2,137

売上債権の増減額（△は増加） 909,855

たな卸資産の増減額（△は増加） △689,667

仕入債務の増減額（△は減少） △464,008

未成工事受入金の増減額（△は減少） 202,747

その他 4,025

小計 △173,664

利息及び配当金の受取額 7,007

利息の支払額 △2,249

法人税等の支払額 △14,235

営業活動によるキャッシュ・フロー △183,142

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 △1,761

有形固定資産の売却による収入 4,316

投資有価証券の売却による収入 7,848

貸付けによる支出 △4,950

貸付金の回収による収入 7,280

その他の支出 △444

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,289

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） 30,000

長期借入金の返済による支出 △7,500

自己株式の取得による支出 △228

少数株主への配当金の支払額 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,082

現金及び現金同等物の期首残高 607,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 458,757
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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 1,200,759

Ⅱ　売上原価 1,086,277

売上総利益 114,481

Ⅲ　販売費及び一般管理費 261,230

　役員報酬 52,878

　従業員給料手当 62,141

　賞与引当金繰入額 15,621

　役員賞与引当金繰入額 1,050

　退職給付引当金繰入額 3,904

　役員退職慰労引当金繰
　入額

3,743

　その他 121,891

営業損失（△） △146,748

Ⅳ　営業外収益 17,710

　受取利息 129

　受取配当金 14,251

　その他 3,329

Ⅴ　営業外費用 1,355

　支払利息 1,317

　手形売却損 28

　その他 9

経常損失（△） △130,394

Ⅵ　特別利益 9,196

　投資有価証券売却益 1,356

　貸倒引当金戻入益 7,839

Ⅶ　特別損失 9,238

　ゴルフ会員権評価損 1,000

　投資有価証券評価損 8,000

　その他 238

税金等調整前四半期純損失
（△）

△130,436

税金費用 △58,096

少数株主損失（△）　 △3,144

四半期純損失（△） △69,195
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