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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 30,022 ― 1,643 ― 1,704 ― 802 ―

20年3月期第1四半期 35,487 ― 2,253 ― 2,130 ― 1,179 ―

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 10.23 ―

20年3月期第1四半期 15.03 ―

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 109,934 31,895 27.8 389.19
20年3月期 110,016 31,582 27.5 385.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  30,529百万円 20年3月期  30,268百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 9.00 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 78,000 △0.4 4,700 △21.3 4,600 △19.8 2,400 △35.5 30.59
通期 152,000 △5.5 9,400 △20.3 9,100 △19.5 5,200 △22.2 66.29

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  無  

(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） 

※ 業績予想等の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結
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。  

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  78,465,113株 20年3月期  78,465,113株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  21,392株 20年3月期  21,143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  78,443,846株 20年3月期第1四半期  78,447,547株

－1－



【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、原燃料価格の高騰等が企業収益を圧迫しつつあり、個

人消費も鈍化する等、景気の不透明感が増しております。
　当企業集団と関係の深い鉄鋼業界におきましては、原燃料価格の高騰による影響が懸念されるものの、国
内需要は概ね堅調であり、輸出はアジア向けを中心に引き続き高水準を維持し、４～６月の粗鋼生産量は過
去最高を記録した昨年度を上回る等、総じて好調に推移いたしました。
　このような環境のもと、当企業集団は鉄鋼関連分野へ経営資源を集中し、全社一丸となって通期業績目標
達成に向けて邁進しておりますが、当第１四半期連結会計期間においては、建設事業で鉄鋼関連分野の大型
設備投資案件の完成計上が少なかったことから、売上高は30,022百万円（前第１四半期連結会計期間比15.4
％減）となり、営業利益1,643百万円（同27.1％減）、経常利益1,704百万円（同20.0％減）、四半期純利益802
百万円（同32.0％減）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連結総資産は、前連結会計年度末と比較して、未成工事支出金の増加

(5,412百万円)があったものの、売上債権の減少(6,246百万円)等により、前連結会計年度末110,016百万円か
ら81百万円減少し、109,934百万円となりました。
　負債は有利子負債を592百万円圧縮したこと等により、前連結会計年度末78,433百万円から394百万円減少
し、78,039百万円となりました。
　純資産は、配当による705百万円の減少があったものの、四半期純利益802百万円等により、前連結会計年
度末31,582百万円から312百万円増加し、31,895百万円となりました。
　キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー441百万円に加え、現金及び現金
同等物の取崩し(937百万円)を行い、現金配当を行うとともに、借入金の返済を進めました。その結果、当企
業集団の有利子負債残高は16,123百万円(前連結会計年度末比592百万円減少)となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の見通しといたしましては、原燃料価格の高騰等による個別工事収益の悪化が引続き懸念されるもの

の、現時点において業績予想（平成20年５月14日発表）の変更はありません。

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)

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

　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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半
期連結累計期間より「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(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。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が20百万円、税金
等調整前四半期純利益が331百万円それぞれ減少しております。

③ 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)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)を当第１四半期連結累計期間から早期適用し、
通常の売買取引に係る会計処理によっております。

(借手側)
　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、残存価額をゼロとする定額法を採用して
おります。
　この結果、リース資産が有形固定資産に569百万円、無形固定資産に25百万円それぞれ計上されておりま
す。また、損益に与える影響はありません。
(貸手側)
　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計
上する方法によっております。
　この結果、リース投資資産が流動資産に18百万円計上されております。また、損益に与える影響は軽微
であります。
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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

現金及び預金 5,308 6,246

受取手形・完成工事未収入金等 28,098 34,345

未成工事支出金 24,562 19,150

材料貯蔵品 2,603 2,555

その他のたな卸資産 1,714 2,055

その他 6,469 4,989

貸倒引当金 △83 △132

流動資産合計 68,674 69,210

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,149 22,500

機械、運搬具及び工具器具備品 40,246 42,229

土地 16,406 16,406

その他 1,922 614

減価償却累計額 △48,591 △49,883

有形固定資産合計 32,134 31,867

無形固定資産 437 438

投資その他の資産

投資有価証券 3,063 2,797

その他 7,698 7,817

貸倒引当金 △2,073 △2,115

投資その他の資産合計 8,688 8,499

固定資産合計 41,260 40,805

資産合計 109,934 110,016

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 31,432 33,243

短期借入金 6,916 7,228

未払法人税等 341 563

未成工事受入金 5,936 4,283

賞与引当金 1,226 927

完成工事補償引当金 468 467

工事損失引当金 842 842

その他 4,594 4,594

流動負債合計 51,757 52,150

固定負債

長期借入金 9,207 9,487

退職給付引当金 12,888 12,927

役員退職慰労引当金 48 97

その他 4,137 3,771

固定負債合計 26,282 26,283

負債合計 78,039 78,433
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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 5,468 5,468

資本剰余金 1,873 1,873

利益剰余金 18,222 18,126

自己株式 △7 △7

株主資本合計 25,556 25,460

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 923 758

土地再評価差額金 4,049 4,049

評価・換算差額等合計 4,972 4,807

少数株主持分 1,365 1,314

純資産合計 31,895 31,582

負債純資産合計 109,934 110,016
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(2) 四半期連結損益計算書

（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)

売上高 30,022

売上原価 26,184

売上総利益 3,838

販売費及び一般管理費 2,195

営業利益 1,643

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 28

受取補償金 112

雑収入 62

営業外収益合計 203

営業外費用

支払利息 72

売上債権売却損 32

雑支出 38

営業外費用合計 142

経常利益 1,704

特別利益

事業譲渡益 36

その他 7

特別利益合計 43

特別損失

たな卸資産評価損 310

その他 19

特別損失合計 330

税金等調整前四半期純利益 1,417

法人税、住民税及び事業税 231

法人税等調整額 334

法人税等合計 566

少数株主利益 48

四半期純利益 802
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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利益 1,417

減価償却費 669

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70

賞与引当金の増減額（△は減少） 298

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 72

売上債権の増減額（△は増加） 6,239

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,412

たな卸資産の増減額（△は増加） 292

仕入債務の増減額（△は減少） △1,811

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,653

その他 △2,400

小計 879

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △39

法人税等の支払額 △409

営業活動によるキャッシュ・フロー 441

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5

有形固定資産の取得による支出 △589

有形固定資産の売却による収入 2

その他 525

投資活動によるキャッシュ・フロー △66

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） △311

長期借入金の返済による支出 △280

配当金の支払額 △651

その他 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △937

現金及び現金同等物の期首残高 6,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,285
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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

事業の種類別セグメント情報（自  平成20年４月１日 至  平成20年６月30日）

建設事業 製品販売等 合 計 消去又は全社 連 結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高および営業利益

　  売上高

　（1）外部顧客に対する売上高 27,185 2,837 30,022 － 30,022

　（2）セグメント間の内部売上高又は振替高 4 532 536 (536) －

計 27,189 3,370 30,559 (536) 30,022

営業利益 1,641 1 1,643 － 1,643

(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) (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)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 35,487 100.0

Ⅱ 売上原価 31,042 87.5

　 売上総利益 4,444 12.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,191 6.1

　 営業利益 2,253 6.4

Ⅳ 営業外収益 79 0.2

Ⅴ 営業外費用 202 0.6

　 経常利益 2,130 6.0

Ⅵ 特別利益 120 0.3

Ⅶ 特別損失 28 0.1

　 税金等調整前四半期純利益 2,221 6.2

　 税金費用 963 2.7

　 少数株主利益 79 0.2

　 四半期純利益 1,179 3.3
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(２)個別受注・売上・繰越高

(1)受注高 （単位：百万円）

　 事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日 比較増減（△） 増減率（△）％

区分 至平成19年6月30日 至平成20年6月30日

建
 機電エンジニアリング 16,702 20,143 3,441 20.6

設
 土   木 4,170 5,161 991 23.8

事
 建  築 6,645 7,497 852 12.8

業
 作 業 請 負 5,655 6,087 431 7.6

計 33,173 38,890 5,717 17.2

   製   品   販   売   等 2,229 2,358 128 5.8

合 計 35,402 41,248 5,846 16.5

(2)売上高 （単位：百万円）

　 事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日 比較増減（△） 増減率（△）％

区分 至平成19年6月30日 至平成20年6月30日

建
 機電エンジニアリング ― 12,723 ― ―

設
 土   木 ― 1,954 ― ―

事
 建  築 ― 2,659 ― ―

業
 作 業 請 負 ― 6,073 ― ―

計 ― 23,409 ― ―

   製   品   販   売   等 ― 2,358 ― ―

合   計 ― 25,768 ― ―

(3)繰越高 （単位：百万円）

　 事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日 比較増減（△） 増減率（△）％

区分 至平成19年6月30日 至平成20年6月30日

建
 機電エンジニアリング ― 27,164 ― ―

設
 土   木 ― 16,139 ― ―

事
 建  築 ― 15,949 ― ―

業
 作 業 請 負 ― 28 ― ―

計 ― 59,282 ― ―

   製   品   販   売   等 ― － ― ―

合 計 ― 59,282 ― ―
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