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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 6,428 ― 144 ― 161 ― 92 ―
20年3月期第1四半期 7,931 ― 392 ― 404 ― 189 ―

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 13.20 ―
20年3月期第1四半期 27.13 ―

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 17,269 8,627 48.2 1,191.56
20年3月期 16,831 8,613 49.3 1,187.24

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,321百万円 20年3月期  8,292百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

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 12,800 ― 250 ― 270 ― 130 ― 18.62
通期 24,500 1.1 460 28.0 500 23.5 250 83.4 35.80

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（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．平成20年５月16日公表の業績予想は、本日平成20年８月８日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますのでご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
３．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 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  7,694,080株 20年3月期  7,694,080株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  710,768株 20年3月期  709,660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  6,983,788株 20年3月期第1四半期  6,985,198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

　当社グループの主要な事業であります建設業界におきましては、景気減速による建設需要の減少や原材料価格の高

騰などにより厳しい経営環境が続いております。

　このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、民間建築工事が増加

したものの、土木工事が大幅に減少したことで前年同期に比べ15億３百万円減少の64億28百万円となりました。

　この結果、利益につきましても、売上高が減少したことで営業利益は前年同期に比べ２億47百万円減少の１億44百

万円、経常利益は前年同期に比べ２億43百万円減少の１億61百万円、四半期純利益は前年同期に比べ97百万円減少の

92百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の資産総額は、前連結会計年度末に比べ４億37百万円増加し、172億69百万円となりま

した。これは主に前連結会計年度末に比べ受取手形・完成工事未収入金等が増加したことによるものであります。

　負債総額は、前連結会計年度末に比べ４億23百万円増加し、86億41百万円となりました。これは主に支払手形・工

事未払金等が増加したことによるものであります。また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ14百万円

増加し、86億27百万円となりました。これは主に四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるもので

あります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結累計期間の業績は、施工の効率化等によるコストの削減などで利益が改善したことから、平成20

年５月16日に発表した連結及び個別の第２四半期連結累計期間の業績予想を修正しております。

　なお、連結及び個別の通期業績予想につきましては、景気の先行き不透明感による建設需要の減退や、原材料価格

の高騰などの懸念があることから慎重に判断する必要があるため、現時点では業績予想の見直しは行っておりませ

ん。

　詳細は、本日別途情報開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 

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）

　① 一般債権の貸倒見積額の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の一般債権に係る貸倒引当金は、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率

等から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用いて算定しております。

　② 完成工事補償引当金の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の完成工事補償引当金は、前連結会計年度において算定した補償工事費の

完成工事高に対する実績率から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実績率を用いて

算定しております。

　③ 棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を一部省略し、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しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積もり、簿価切下げを行う方法によっております。

④ 経過勘定項目の算定方法　

　一部の費用については、合理的な算定方法による概算額で計上しております。

⑤ 繰延税金資産およ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ため、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）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。

 

（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貯蔵品については、従来、最終仕入原価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、

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、これによる損益へ与える影響はありません。



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 4,064,091 4,318,630

受取手形・完成工事未収入金等 6,701,841 6,308,922

未成工事支出金等 1,359,305 1,295,979

その他 850,244 619,273

貸倒引当金 △32,046 △29,231

流動資産合計 12,943,435 12,513,575

固定資産   

有形固定資産 2,951,968 2,971,284

無形固定資産 26,912 28,870

投資その他の資産   

その他 1,518,720 1,481,247

貸倒引当金 △171,918 △163,643

投資その他の資産計 1,346,802 1,317,604

固定資産合計 4,325,683 4,317,759

資産合計 17,269,118 16,831,334



（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 6,309,657 6,029,773

短期借入金 131,000 35,000

1年内返済予定の長期借入金 103,350 104,960

未払法人税等 100,009 86,721

未成工事受入金 56,284 －

引当金 133,996 205,827

その他 738,026 644,926

流動負債合計 7,572,324 7,107,209

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 232,018 170,335

退職給付引当金 453,936 465,356

役員退職慰労引当金 51,200 170,900

その他 231,843 203,983

固定負債合計 1,068,998 1,110,575

負債合計 8,641,322 8,217,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,330,219 2,330,219

利益剰余金 4,530,586 4,512,263

自己株式 △295,960 △295,600

株主資本合計 8,275,745 8,257,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45,280 34,396

評価・換算差額等合計 45,280 34,396

少数株主持分 306,770 321,372

純資産合計 8,627,795 8,613,549

負債純資産合計 17,269,118 16,831,334



（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 6,428,042

売上原価 5,740,572

売上総利益 687,469

販売費及び一般管理費 542,889

営業利益 144,580

営業外収益  

受取利息 3,784

受取配当金 5,075

仕入割引 2,941

受取賃貸料 1,135

物品売却益 4,222

その他 2,914

営業外収益合計 20,072

営業外費用  

支払利息 2,194

その他 1,290

営業外費用合計 3,485

経常利益 161,168

特別利益  

固定資産売却益 4,337

特別利益合計 4,337

特別損失  

固定資産処分損 4,035

特別損失合計 4,035

税金等調整前四半期純利益 161,469

法人税等 83,004

少数株主損失（△） △13,701

四半期純利益 92,167



　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。

 

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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等

（１）（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 7,931,238

Ⅱ　売上原価 6,988,576

売上総利益 942,662

Ⅲ　販売費及び一般管理費 550,602

営業利益 392,059

Ⅳ　営業外収益 15,730

Ⅴ　営業外費用 3,178

経常利益 404,611

Ⅵ　特別利益 1,597

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 406,208

税金費用 176,721

少数株主利益 39,919

四半期純利益 189,567



（２）四半期受注・売上高・受注残高内訳表

① 受注高                                              

　　　　　                                              （単位：千円）

項　　目

前年同四半期

（平成20年３月期

　　第１四半期）　　

当四半期

（平成21年３月期

　　第１四半期）　　

　建設事業 6,001,135 6,864,204

　建設資材販売事業 275,382 840,421

　土木建築コンサルティング

　全般等事業
－ －

合　　計 6,276,517 7,704,625

② 売上高                                       　　   

　　　　　                                              （単位：千円）

項　　目

前年同四半期

（平成20年３月期

　　第１四半期）　　

当四半期

（平成21年３月期

　　第１四半期）　　

　建設事業 7,813,719 6,369,387

　建設資材販売事業 110,901 46,554

　土木建築コンサルティング

　全般等事業
6,617 12,100

合　　計 7,931,238 6,428,042

③ 受注残高                                            

　　　　　                                              （単位：千円）

項　　目

前年同四半期

（平成20年３月期

　　第１四半期）　　

当四半期

（平成21年３月期

　　第１四半期）　　

　建設事業 6,784,245 8,253,915

　建設資材販売事業 522,057 793,867

　土木建築コンサルティング

　全般等事業
－ －

合　　計 7,306,303 9,047,782

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業に

ついては受注高及び受注残高の記載を省略しております。
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