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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 1,609 ― 12 ― △50 ― △57 ―
20年3月期第1四半期 2,156 108.5 29 ― △22 ― △25 ―

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 △0.44 ―
20年3月期第1四半期 △0.22 ―

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 12,372 3,483 27.6 24.35
20年3月期 12,907 3,541 26.9 28.44

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,418百万円 20年3月期  3,476百万円

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 3,520 ― △80 ― △220 ― △230 ― △1.92
通期 11,750 34.0 500 ― 210 ― 190 ― 1.58

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.上記業績予想は平成20年５月15日公表の業績予想と変更ありません。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、
今後のさまざまな要因によって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  140,534,195株 20年3月期  122,345,790株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  117,153株 20年3月期  115,946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  132,180,630株 20年3月期第1四半期  115,335,348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１四半期におきましては、道路特定財源が一般財源化された問題から、官公庁の発注が手

控えられた上に、低採算性物件が多かったこと等から、発注環境が極めて厳しい状況でありまし
た。そのため鋭意受注活動に注力致しましたが、当社グループの鋼構造物の受注高は、前年同期
比24億27百万円減の4億84百万円（前年同期比83.4%減）、総体として24億26百万円減の4億94百
万円（前年同期比83.1%減）に止まりました。 
　完成工事高は、前期末受注残が比較的潤沢であったものの、鋼材の供給逼迫等から生産の遅れ
が発生し、鋼構造物では前年同期比5億48百万円減の15億98百万円（前年同期比22.5%減）、総体
では前年同期比5億47百万円減の16億9百万円（前年同期比25.4%減）となりました。 
　損益面では、完成工事高の減少により、営業利益は前年同期比17百万円減となりましたが、12
百万円（前年同期比58.6%減）の黒字を確保致しました。しかし当社は、第１号投資案件として、
当社100％子会社である㈱エスビーオー及び㈱エスビーオーが単独で匿名組合出資する匿名組合
を通じ、㈱ディーワンダーランドの第三者割当増資を引き受けておりますが、当第1四半期にお
いても投資諸費用のみ先行して発生しておりますこと等から、経常損失は50百万円となり、四半
期純損失は57百万円となりました。 

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における総資産は、前連結会計年度末に比べ5億34百万円減少
し123億72百万円（前連結会計年度末比4.1％減）となりました。この主な要因は、 流動資
産が売上債権の減少等により7億10百万円減少した一方で、固定資産は有形固定資産が98百
万円、投資その他の資産が77百万円増加したことによるものであります。負債については、
前連結会計年度末に比べ4億76百万円減少し88億89百万円（前連結会計年度末比5.1％減）と
なりました。この主な要因は、短期借入金が4億50百万円減少したこと等によるものであり
ます。純資産については、前連結会計年度末に比べ58百万円減少し34億83百万円（前連結会
計年度末比1.6％減）となりました。この主な要因は、57百万円の四半期純損失を計上した
ことによるものであります。この結果自己資本比率は、前連結会計年度の26.9％から0.7％
増加し27.6％となりました。 

　 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。）残高は、
前連結会計年度末と比べ1億47百万円増加し16億51百万円となりました。 
　各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な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） 
　営業活動の結果増加した資金は8億35百万円となりました。この主な要因は、売上債権の
減少により資金が13億79百万円増加したものの、前渡金の増加2億29百万円及び仕入債務の
減少2億50百万円等による資金の減少があったことによるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
　投資活動の結果減少した資金は2億38万円となりました。この主な要因は、固定資産の取
得による支出1億33百万円、匿名組合へ出資したことによる支出1億5百万円によるものであ
ります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
　財務活動の結果減少した資金は4億50百万円となりました。この主な要因は、短期借入金
が4億50百万円減少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
　平成21年3月期の連結業績予想については、第２四半期連結累計期間、通期とも、平成20 年５月15 日に
公表いたしました連結業績予想の内容と変更はありません。
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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出に関しては、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。 
　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
売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

　固定資産の減価償却費の算定方法に関しては、予算制度に基づく年間償却予定額を期間按分する方
法によっております。

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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計
基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原
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。 
　これによる損益へ与える影響はありません。 

　 ③リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成
19年３月30日 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
会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第
16号)を当第1四半期連結会計期間から早期適用し、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、リース資産として計上しております。 
　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。 
　これによる損益へ与える影響はありません。 

④有形固定資産の耐用年数の変更について

有形固定資産の耐用年数の変更について、減価償却資産の耐用年数等に関する平成２０年度法人税
法の改正を契機として、当連結会計年度より、当社の機械装置については、改正後の法人税法に基づ
く減価償却方法を適用しております。
　これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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 1,651 1,503

受取手形・完成工事未収入金等 2,671 3,869

未成工事支出金 51 2

原材料及び貯蔵品 13 12

その他 422 272

貸倒引当金 △0 △141

流動資産合計 4,809 5,520

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,662 3,645

減価償却累計額 △2,656 △2,639

建物及び構築物（純額） 1,006 1,006

機械装置及び運搬具 3,175 3,190

減価償却累計額 △2,852 △2,918

機械装置及び運搬具（純額） 322 272

工具、器具及び備品 232 232

減価償却累計額 △210 △209

工具、器具及び備品（純額） 21 22

土地 4,301 4,301

建設仮勘定 48 －

有形固定資産合計 5,700 5,602

無形固定資産

施設利用権 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産

投資有価証券 1,841 1,763

その他 160 21

貸倒引当金 △140 －

投資その他の資産合計 1,862 1,784

固定資産合計 7,563 7,387

資産合計 12,372 12,907
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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 910 1,177

短期借入金 2,150 2,600

1年内返済予定の長期借入金 3,259 3,259

未成工事受入金 1,183 861

賞与引当金 79 52

工事損失引当金 72 95

訴訟損失引当金 257 257

その他 203 281

流動負債合計 8,115 8,584

固定負債

退職給付引当金 767 773

その他 6 8

固定負債合計 773 781

負債合計 8,889 9,366

純資産の部

株主資本

資本金 3,736 3,736

資本剰余金 － 1,967

利益剰余金 △305 △2,214

自己株式 △12 △12

株主資本合計 3,418 3,476

新株予約権 65 65

純資産合計 3,483 3,541

負債純資産合計 12,372 12,907

― 5 ―

決算短信 2008年08月08日 12時02分 02160xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱サクラダ(5917)平成21年3月期 第1四半期決算短信

(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 1,609

売上原価 1,464

売上総利益 144

販売費及び一般管理費

役員報酬 9

従業員給料手当 49

退職給付費用 4

法定福利費 5

福利厚生費 2

修繕維持費 1

事務用品費 4

通信交通費 8

調査研究費 3

交際費 2

地代家賃 2

租税公課 6

保険料 0

支払手数料 19

雑費 10

販売費及び一般管理費合計 131

営業利益 12

営業外収益

受取利息及び配当金 0

その他 1

営業外収益合計 2

営業外費用

支払利息 27

匿名組合投資損失 26

その他 11

営業外費用合計 65

経常損失（△） △50

特別損失

固定資産除却損 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純損失（△） △55

法人税、住民税及び事業税 2

法人税等合計 2

四半期純損失（△） △57
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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（△） △55

減価償却費 30

工事損失引当金の増減額（△は減少） △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 27

支払利息 27

固定資産除売却損益（△は益） 4

匿名組合投資損益（△は益） 26

売上債権の増減額（△は増加） 1,379

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △50

前渡金の増減額（△は増加） △229

未収入金の増減額（△は増加） 87

仕入債務の増減額（△は減少） △250

未払消費税等の増減額（△は減少） △68

その他 △27

小計 874

利息の支払額 △27

法人税等の支払額 △11

その他の収入 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 835

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △133

固定資産の除却による支出 △0

匿名組合出資金の払込による支出 △105

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △238

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） △450

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147

現金及び現金同等物の期首残高 1,503

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,651
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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】

    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)     

当社グループは、鋼構造物（橋梁およびその他の鉄構物）の設計、製作、組立、据付、販
売ならびに投資事業を主な事業としておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益
の合計額に占める鋼構造物のセグメントの割合が、いずれも90％を超えるため、事業の種類
別セグメント情報の記載を省略しております。

【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)   

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はないため、該当事項はあ
りません。 

【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) 

海外売上高はないため、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

当社は平成20年6月27日開催の定時株主総会において、資本準備金を1,967百万円減少し欠損てん補す
ることを決議いたしました。これにより当第１四半期連結会計期間において、資本準備金が1,967百万円
減少し、利益剰余金が1,967百万円増加した結果、利益剰余金が△247百万円となりました。また、当第
１四半期連結会計期間末において、四半期純損失57百万円を計上したことにより、利益剰余金は△305百
万円となっております。
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「参考」

前第1四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　 （単位：百万円未満切捨）

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 百分比

%

Ⅰ完成工事高 2,156 100

Ⅱ完成工事原価 1,956 90.7

完成工事総利益 200 9.3

Ⅲ販売費及び一般管理費 170 7.9

営業利益 29 1.4

Ⅳ営業外収益 1 0.1

Ⅴ営業外費用 52 2.5

経常損失（△） △ 22 △1.0

Ⅵ特別利益 - 0

Ⅶ特別損失 0 0.1

税金等調整前四半期純損失(△) △ 22 △1.1

法人税、住民税及び事業税 2 0.1

四半期（当期）純損失(△) △ 25 △1.2
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円未満切捨）

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

Ⅰ 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(△) △ 22

     減価償却費 28

     損失引当金の減少額 △ 403

     退職給付引当金の減少額 △ 0

     賞与引当金の増加額 25

     貸倒引当金の増加額 38

     支払利息 21

     固定資産売除却損益 0

     投資損失 26

     売上債権等の増加額(△) △ 693

     未成工事支出金等の減少額 573

     仕入債務の増加額 163

     未払消費税等の増加額 22

     その他 △ 240

     小 計 △ 460

     利息の支払額 △ 23

     法人税等の支払額 △ 27

     その他 0

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 511

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

     固定資産の取得による支出 △ 65

     固定資産の除却による支出 △ 0

     その他 0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 66

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

     株式の発行による収入 300

     その他 △ 0

   財務活動によるキャッシュ・フロー 299

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 278

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,635

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 1,357
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完成工事高、受注高及び受注残高

完成工事高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期

(平成20年3月期第１四半期) (平成21年3月期第１四半期) （平成20年3月期）

金額 金額 金額

　鋼構造物 2,146 1,598 8,735

　その他 9 10 32

　合 計 2,156 1,609 8,767

受注高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期

(平成20年3月期第１四半期) (平成21年3月期第１四半期) （平成20年3月期）

金額 金額 金額

　鋼構造物 2,911 484 12,543

　その他 9 10 32

　合 計 2,920 494 12,575

受注残高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期末

(平成20年3月期第１四半期末) (平成21年3月期第１四半期末) （平成20年3月期末）

金額 金額 金額

　鋼構造物 7,839 9,768 10,883

　その他 - - -

　合 計 7,839 9,768 10,883

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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