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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 6,676 ― △240 ― △89 ― △162 ―

20年3月期第1四半期 4,650 ― △257 ― △127 ― △139 ―

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 △2.51 ―

20年3月期第1四半期 △2.15 ―

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 38,474 10,965 28.5 169.12
20年3月期 41,434 10,695 25.8 164.95

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,965百万円 20年3月期  10,695百万円

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 16,000 ― △120 ― 120 ― △50 ― △0.77

通期 35,000 23.4 300 13.8 500 △32.4 270 △84.6 4.16

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）  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（１）をご覧ください。  

(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（２）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（３）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. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 1 社 （社名 株式会社アルプス技工 ） 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  69,194,543株 20年3月期  69,194,543株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,355,349株 20年3月期  4,354,954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  64,839,806株 20年3月期第1四半期  64,843,597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、サブプライム・ローン問題を背景とするアメリカの景気後退や

株式・為替市場の変動、エネルギー・原材料価格高の影響などから、さらに減速感を強め推移いたしました。

　当社グループの主力事業である橋梁事業は、公共投資の縮減傾向、鋼材の価格高騰・入手難など依然厳しい状況が

続いております。

　このような環境下、当社グループは、従来にも増して協力関係の一体強化を図り、グループの有する製作・架設力

などの総合エンジニアリング力を最大限活かし、受注、売上、利益の安定確保の施策を推進しているところでありま

す。

　当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、工期が年度後半に集中することなどから、計上が下期に集中

する季節的変動要因があることに加え、鋼材入荷や大型工事の進捗遅れなどから、66億76百万円となりました。

　また、損益につきましては、生産性の効率化、全社挙げての経費削減の効果はあったものの、売上高が低調であっ

たことなどから営業損失は２億40百万円、経常損失は89百万円、四半期純損失は１億62百万円となりました。

２．連結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

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は384億74百万円となり、前連結会計年度末と比べ29億59百万円減少いたし

ました。

　その主な要因は、受取手形・完成工事未収入金が27億77百万円減少したことによるものであります。

　負債合計は275億８百万円となり、前連結会計年度末と比べ32億29百万円減少いたしました。

　その主な要因は、借入金の返済19億88百万円、支払手形・工事未払金が13億６百万円減少したことによるものであ

ります。

　純資産は、109億65百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億70百万円増加いたしました。以上の結果、自己資本

比率は前連結会計年度末25.8％から28.5％に増加しました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は42億74百万円となり、前連

結会計年度末と比較して２億17百万円の減少となりました。

　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）

　営業活動の結果獲得した資金は18億21百万円となりました。

　主な増加要因は、売上債権の減少27億77百万円であり、主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失95百万円、仕

入債務の減少13億３百万円であります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は68百万円となりました。

　主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出66百万円であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は19億88百万円となりました。

　主な減少要因は、借入金の返済による支出19億88百万円であります。

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における業績は概ね計画どおりに推移しております。

　今後も鋼材需給の影響などが懸念されますが、国土交通省が「単品スライド条項」の適用を決定したことにより一

部では改善が期待されます。当社グループといたしましても工事採算の更なる改善に努めてまいります。

　なお、第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成20年５月20日公表数値に変更はご

ざいません。

 



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）

　当第１四半期連結会計期間より、株式会社アルプス技工は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

（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固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、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する方法によっ

ております。

②一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

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

　法人税等の納付税額の算定に関しては、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によっ

ております。

　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。

（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（材料貯蔵品）

　従来、先入先出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、先入先出法による原価法

（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。

　これによる損益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等の適用

　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。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

　　有形固定資産の耐用年数の変更

　法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間から、機械装置について、

耐用年数の変更を行っております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ7,883千円増加しております。

（４）損害賠償の請求について

　連結子会社の株式会社宮地鐵工所は、平成20年５月23日に国土交通省から、鋼橋上部工事の入札談合に係る損

害賠償の請求を受けました。今後の対応につきましては、請求内容を慎重に検討し対処してまいります。

　また、同社は平成20年６月26日に東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社および独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、旧日本道路公団が発注した鋼橋上部工事の入札談

合に係る損害賠償の請求を受けました。今後の対応につきましては、請求内容の正当性を含めて慎重に検討し対

処してまいります。



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   

現金預金 4,312,255 4,527,175

受取手形・完成工事未収入金 8,482,457 11,259,656

未成工事支出金 4,381,198 4,646,073

材料貯蔵品 57,356 71,664

その他 1,388,818 1,458,618

貸倒引当金 △334,909 △336,006

流動資産合計 18,287,176 21,627,181

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,975,727 11,975,727

その他（純額） 3,261,867 3,291,864

有形固定資産計 15,237,594 15,267,591

無形固定資産   

のれん 18,333 20,952

その他 51,291 40,107

無形固定資産計 69,625 61,059

投資その他の資産   

投資有価証券 4,202,334 3,770,733

その他 774,962 804,046

貸倒引当金 △96,900 △96,350

投資その他の資産計 4,880,396 4,478,430

固定資産合計 20,187,616 19,807,081

資産合計 38,474,793 41,434,263

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 7,546,632 8,853,111

短期借入金 4,952,307 6,912,306

未払法人税等 23,771 41,810

未成工事受入金 5,873,044 5,047,686

工事損失引当金 681,000 975,340

その他の引当金 539,196 730,747

その他 1,222,059 1,385,869

流動負債合計 20,838,010 23,946,872

固定負債   

長期借入金 146,712 174,954

再評価に係る繰延税金負債 3,971,210 3,971,210

退職給付引当金 2,263,432 2,271,037

その他の引当金 71,349 71,349

負ののれん 114,878 222,780

その他 103,347 80,488

固定負債合計 6,670,929 6,791,819

負債合計 27,508,939 30,738,691



（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 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 4,148,841 4,148,960

利益剰余金 △537,530 △386,940

自己株式 △943,172 △943,234

株主資本合計 5,668,138 5,818,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,152 △417,775

土地再評価差額金 5,294,562 5,294,562

評価・換算差額等合計 5,297,714 4,876,786

純資産合計 10,965,853 10,695,572

負債純資産合計 38,474,793 41,434,263



（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) 

完成工事高 6,676,750

完成工事原価 6,450,408

完成工事総利益 226,342

販売費及び一般管理費 466,662

営業損失（△） △240,320

営業外収益  

受取利息 2,028

受取配当金 40,457

負ののれん償却額 107,902

その他 42,578

営業外収益合計 192,966

営業外費用  

支払利息 37,316

持分法による投資損失 1,459

その他 3,495

営業外費用合計 42,271

経常損失（△） △89,624

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,300

特別利益合計 1,300

特別損失  

投資有価証券評価損 5,618

その他 1,868

特別損失合計 7,487

税金等調整前四半期純損失（△） △95,811

法人税、住民税及び事業税 15,604

法人税等調整額 51,255

法人税等合計 66,860

四半期純損失（△） △162,672



（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（△） △95,811

減価償却費 97,849

負ののれん償却額 △107,902

貸倒引当金の増減額（△は減少） △547

工事損失引当金の増減額（△は減少） △294,340

受取利息及び受取配当金 △42,486

支払利息 37,316

為替差損益（△は益） 221

持分法による投資損益（△は益） 1,459

売上債権の増減額（△は増加） 2,777,038

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 279,184

仕入債務の増減額（△は減少） △1,303,531

未成工事受入金の増減額（△は減少） 825,357

その他 △327,523

小計 1,846,284

利息及び配当金の受取額 42,486

利息の支払額 △39,719

法人税等の支払額 △27,411

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,821,639

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 △66,571

貸付けによる支出 △3,400

貸付金の回収による収入 2,577

その他 △1,474

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,868

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） △1,900,000

長期借入金の返済による支出 △88,241

配当金の支払額 △116

その他 △56

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,988,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △235,864

現金及び現金同等物の期首残高 4,492,076

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,542

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,274,755



　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）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（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（百万円）

Ⅰ　完成工事高 4,650,434

Ⅱ　完成工事原価 4,404,169

完成工事総利益 246,265

Ⅲ　販売費及び一般管理費 503,351

営業損失（△） △257,085

Ⅳ　営業外収益 174,240

　負ののれん償却額 107,902

　その他 66,337

Ⅴ　営業外費用 45,078

　支払利息 42,653

　その他 2,424

経常損失（△） △127,924

Ⅵ　特別利益 2,808

Ⅶ　特別損失 8,431

税金等調整前四半期純損失（△） △133,547

税金費用 5,764

四半期純損失（△） △139,311
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