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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 26,146 ― △407 ― △449 ― △473 ―
20年3月期第1四半期 7,107 ― △1,206 ― △1,176 ― △780 ―

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 △14.48 ―
20年3月期第1四半期 △29.59 ―

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 93,233 14,930 16.0 456.61
20年3月期 96,932 15,392 15.9 470.21

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,930百万円 20年3月期  15,387百万円

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 ― 5.50 ― 4.00 9.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 5.00 9.00

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 52,000 229.1 △850 ― △1,050 ― △1,090 ― △33.30
通期 122,000 167.1 1,200 ― 750 ― 280 ― 8.55

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、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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． 本資料の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、今後の様々な要因によって予想値と異なる結果となる可能性があり
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。  

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  33,194,920株 20年3月期  33,194,920株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  496,012株 20年3月期  460,543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  32,710,696株 20年3月期第1四半期  26,384,867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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油・穀物

等の原材料価格の高騰などにより、景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推移してまいりました。　

　建設業界におきましては、改正建築基準法の影響が継続していくなか、景気の不透明観から住宅・マンションの建

設は依然として低迷しております。公共投資につきましては、期初めの道路特定財源問題の混乱から新規物件の発注

が大幅に遅れ、依然として厳しい受注環境でありました。

  このような状況の下、昨年10月１日のオリエンタル建設（株）と（株）白石との合併により、旧両社の持つ高い技

術力を融合することで橋梁分野の技術提案型の入札において受注するなどシナジー効果が現れており、事業拠点の統

廃合による効果などを併せて、収益性のさらなる向上を図っております。また、橋梁以外の土木工事や建築工事並び

に海外工事にも注力し、受注量確保のための経営戦略強化に努めてまいりました。

　当第１四半期連結会計期間の当社グループの業績につきましては、合併による繰越受注高の増加により、売上高は

26,146百万円、利益面では、売上総利益は1,190百万円、経常損失は449百万円、四半期純損失は473百万円となりまし

た。

　（建設事業）

　　　建設事業の売上高は25,783百万円、営業損失52百万円となりました。

　（不動産賃貸等事業）

　　　当事業の主な営業内容は、事務所ビルの賃貸とその管理業務、損害保険の代理業務であります。

不動産賃貸等事業の売上高は362百万円、営業利益は36百万円となりました。

　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における総資産は93,233百万円で、前連結会計年度末に比べ3,699百万円減少しました。

主な要因は未成工事支出金の減少額2,417百万円によるものであります。

　　　負債は78,302百万円で、前連結会計年度末に比べ3,237百万円減少しました。主な要因は支払手形・工事未払金等の

減少額3,259百万円によるものであります。

　    純資産は14,930百万円で、前連結会計年度末に比べ461百万円減少しました。利益剰余金の減少額579百万円が主な

ものであります。

　（キャッシュ・フローの状況）

　　　当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により3,391百万円の減少、投資活動により４

百万円の減少、財務活動により185百万円の増加となり、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の期末残高

は期首残高6,599百万円より3,205百万円減少の3,393百万円となりました。

　（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、主として仕入債務の減少3,230百万円があり、3,391百万円の減少となりま

した。

　（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、主として有形固定資産の取得による支出223百万円、無形固定資産の取得に

よる支出42百万円、有形固定資産売却による収入289百万円があり、４百万円の減少となりました。

　（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、主として短期借入金の純増額383百万円、配当金の支払額131百万円であり、

185百万円の増加となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月23日に公表しました「平成20年３月期　決算短信」にお

ける業績予想に変更はありません。

　なお、業績予想につきましては、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可能性があります。

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 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。
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② 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ましては、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、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタッ

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 棚卸資産の評価に関する会計基準

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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、主として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

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　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10百万円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　　　　③　完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期が１年超、かつ請負金額が３億円以上の工事につい

ては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会

計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用でき

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、当第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。これにより、売上高が1,101百万円、売上総利益が35百万円増加し、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35百万円減少しております。なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載しております。
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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   

現金預金 3,393 6,599

受取手形・完成工事未収入金等 27,277 27,788

販売用不動産 816 1,148

未成工事支出金 22,999 25,416

開発事業等支出金 3,815 3,142

仕掛品 2,568 936

その他のたな卸資産 254 223

繰延税金資産 429 432

その他 2,987 2,429

貸倒引当金 △431 △461

流動資産合計 64,110 67,655

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 12,121 12,164

機械、運搬具及び工具器具備品 15,205 15,159

土地 10,075 10,336

建設仮勘定 89 －

減価償却累計額及び減損損失累計額 △20,493 △20,285

有形固定資産計 16,998 17,375

無形固定資産   

のれん 4,937 4,982

その他 750 753

無形固定資産計 5,687 5,735

投資その他の資産   

投資有価証券 3,670 3,443

その他 3,798 3,762

貸倒引当金 △1,032 △1,039

投資その他の資産計 6,436 6,166

固定資産合計 29,122 29,276

資産合計 93,233 96,932
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 27,563 30,823

短期借入金 11,996 11,613

未成工事受入金 18,621 17,915

完成工事補償引当金 119 120

工事損失引当金 3,345 3,879

その他 4,937 5,525

流動負債合計 66,583 69,879

固定負債   

長期借入金 4,255 4,313

再評価に係る繰延税金負債 1,672 1,690

退職給付引当金 4,959 4,884

役員退職慰労引当金 3 4

繰延税金負債 327 228

その他 500 540

固定負債合計 11,718 11,660

負債合計 78,302 81,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 4,051 4,051

利益剰余金 6,786 7,365

自己株式 △136 △128

株主資本合計 13,700 14,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 479 333

土地再評価差額金 747 772

為替換算調整勘定 2 △3

評価・換算差額等合計 1,229 1,103

純資産合計 14,930 15,392

負債純資産合計 93,233 96,932
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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 26,146

売上原価 24,955

売上総利益 1,190

販売費及び一般管理費 1,597

営業損失（△） △407

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 28

その他 62

営業外収益合計 92

営業外費用  

支払利息 101

その他 33

営業外費用合計 134

経常損失（△） △449

特別利益  

貸倒引当金戻入額 21

その他 0

特別利益合計 22

特別損失  

固定資産除却損 4

その他 17

特別損失合計 21

税金等調整前四半期純損失（△） △449

法人税等 24

四半期純損失（△） △473
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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（△） △449

減価償却費 289

のれん償却額 78

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37

受取利息及び受取配当金 △29

工事損失引当金の増減額（△は減少） △534

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74

支払利息 101

売上債権の増減額（△は増加） 520

未成工事支出金の増減額（△は増加） 2,387

開発事業等支出金の増減額（△は増加） △673

仕掛品の増減額（△は増加） △1,631

たな卸資産の増減額（△は増加） 302

仕入債務の増減額（△は減少） △3,230

未払又は未収消費税等の増減額 △468

未成工事受入金の増減額（△は減少） 705

その他 △652

小計 △3,246

利息及び配当金の受取額 29

利息の支払額 △67

法人税等の支払額 △107

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,391

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 △223

有形固定資産の売却による収入 289

無形固定資産の取得による支出 △42

貸付けによる支出 △35

貸付金の回収による収入 13

その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △4

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） 383

長期借入金の返済による支出 △58

自己株式の取得による支出 △8

配当金の支払額 △131

財務活動によるキャッシュ・フロー 185

現金及び現金同等物に係る換算差額 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,205

現金及び現金同等物の期首残高 6,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,393
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　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

（百万円）

不動産賃貸等事業

（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
25,783 362 26,146 － 26,146

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高
－ 14 14 △14 －

計 25,783 377 26,161 △14 26,146

営業利益又は営業損失(△) △52 36 △15 △391 △407

（注）１．事業区分の方法　

　　　　　事業は建設事業、不動産賃貸等事業の事業形態により区分しております。　

　　　２．各事業区分に属する主要な事業内容　

事業区分 主要な事業の内容

建設事業

プレストレストコンクリート(ＰＣ)の建設工事及び製品等の製造販売、一般土

木・建築工事の施工、土木建築構造物補修工事の施工、建設資材の製造販売、

地下埋設管敷設工事の施工、工場製品製造の請負、開発事業（注）等

不動産賃貸等事業 不動産賃貸事業、不動産の管理及び損害保険の代理業等

（注）開発事業は建設事業に含めて表示しております。なお、開発事業の主要な事業の内容は、「住宅・店

舗・商業施設等の建設・販売並びに開発用地の買収、造成及び販売に係る開発事業」であります。

　　　３．会計処理方法の変更

　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き・表示方法等の変更」（３）②に記載のと

おり、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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、主として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下げの方法）により算定しております。これにより建設事業につ

いて営業損失が10百万円増加しております。

　　　　　（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）

　「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き・表示方法等の変更」（３）③に記載のと

おり、従来、工期が１年超、かつ請負金額が３億円以上の工事について工事進行基準を、その他の工事

については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15

号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

　平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用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、当第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。これにより、建設事業について、売上高が1,101百万増加し、営業損

失が35百万円減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　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ないため、記載しておりません。

ｃ．海外売上高

　海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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」

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）

金　額（百万円）

Ⅰ　売上高 7,107

Ⅱ　売上原価 7,040

売上総利益 67

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,273

営業損失（△） △1,206

Ⅳ　営業外収益 56

Ⅴ　営業外費用 27

経常損失（△） △1,176

Ⅵ　特別利益 24

Ⅶ　特別損失 6

税金等調整前四半期純損失（△） △1,158

税金費用 △377

四半期純損失（△） △780
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（２）四半期個別受注の概況

 ①　個別受注実績

 受注高

 21年３月期第１四半期 9,904 百万円  △16.4 ％  

20年３月期第１四半期 11,843 百万円  0.9 ％  

 （注）１　受注高は、当四半期までの累計額

 ２　パーセント表示は、対前年同四半期増減率

 

（単位：百万円、％）

 区　　分
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）
増減(△) 増減率 

建

設

事

業

土　　  　　木 5,410 （ 45.7 %） 6,672 ( 67.4 %） 1,261 23.3% 

建　　 　 　築 5,938 （ 50.1 ） 1,465 ( 14.8 ） △4,472 △75.3  

計 11,348 （ 95.8 ） 8,137 ( 82.2 ） △3,211 △28.3  

兼

業

事

業

製 品 そ の 他 337 （ 2.9 ） 1,019 ( 10.3 ） 682 202.5  

開  発  事  業 157 （ 1.3 ） 747  ( 7.5 ） 590 376.2  

計 494 （ 4.2 ） 1,767 ( 17.8 ） 1,273 257.7  

合　     　計 11,843 （ 100 ） 9,904 ( 100 ） △1,938 △16.4  

 （注）（　）内のパーセント表示は、構成比率

 

 

 ②　個別受注予想

 通　期

 21年３月期予想 120,000 百万円  14.7 ％  

20年３月期実績 104,613 百万円  54.0 ％  

 （注）１　パーセント表示は、対前年同期増減率

２　平成19年10月１日付の株式會社白石との合併により、平成20年３月期実績及び対前年同期増減率が増加してお

ります。

 

 ※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいており、実際の数値は、様々な

要素により記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。
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