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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 3,148 ― △183 ― △137 ― △91 ―
20年3月期第1四半期 2,408 36.0 △93 ― △4 ― △24 ―

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 △4.16 ―
20年3月期第1四半期 △1.09 ―

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 26,904 16,091 59.8 729.43
20年3月期 27,144 15,550 57.3 704.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,091百万円 20年3月期  15,550百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1.50 ― 1.50 3.00

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 5,800 ― △520 ― △440 ― △450 ― △20.39
通期 18,700 23.3 △370 ― △290 ― △315 ― △14.27

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】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】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．平成20年５月16日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している
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。 
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  22,375,865株 20年3月期  22,375,865株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  315,759株 20年3月期  313,966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  22,061,267株 20年3月期第1四半期  22,065,360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米国経済の後退や原油をはじめとする

原材料価格の一段の高騰によって、民間設備投資の抑制や企業収益の低下が見られるとともに、物価上昇から個人消

費への影響も懸念され、景気の先行きに不透明感が増してまいりました。

　当業界におきましては、橋梁事業は公共事業の抑制から引き続き発注量は低迷し、受注価格面でも競争激化により

厳しい状況が続いております。また鉄骨事業は大型プロジェクトが継続するものの、鋼材価格の高騰から橋梁同様厳

しい経営環境で推移いたしました。

　このような状況のもとで、当社グループは５月に策定した「再生中期経営計画」を目標に会社の総力を挙げて経営

の建て直しに注力いたしました。

　しかしながら、第４四半期に完成工事が集中する業種の特性もあり、売上高は3,148百万円（前年同四半期比30.7％

増）と堅調に推移いたしましたが、損益面では、営業損失183百万円（前年同四半期は93百万円の営業損失）、経常損

失137百万円（前年同四半期は４百万円の経常損失）となりました。持ち合い株式の一部売却による投資有価証券売却

益63百万円がありましたが、株式市況の低迷による投資有価証券評価損12百万円により、四半期純損失は91百万円（前

年同四半期は24百万円の四半期純損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、26,904百万円で前連結会計年度末比239百万円の減少となりました。その主な要因は受

取手形・完成工事未収入金の減少によるものであります。

　なお、純資産は16,091百万円となり、自己資本比率は59.8％と当四半期において2.5ポイント改善し、前連結会計年

度と同水準を維持しております。

（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は2,778百万円となり、前連結会計年度末と比較し371百

万円の増加となりました。

　当第１四半期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通りであります。

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

　営業活動の結果得た資金は852百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、工事損失引当

金の減少、未成工事支出金等の増加がありましたが、売上債権の減少があったためであります。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

　投資活動の結果得た資金は174百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が、有形固定資

産・無形固定資産の取得による支出を上回ったためであります。

[財務活動によるキャッシュ・フロー］

　財務活動の結果使用した資金は655百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済と配当金の支払いによるも

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月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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出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。

（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　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年以上かつ請負金額５億円以上で、工事進捗率

20％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。　

これによる損益への影響はありません。　

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（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リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の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す。

これによる損益への影響はありません。

－ 2 －



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 2,579,289 2,506,867

受取手形・完成工事未収入金 3,695,800 5,086,670

有価証券 299,212 －

未成工事支出金 3,620,729 3,268,977

材料貯蔵品 3,934 3,934

その他 273,139 261,753

貸倒引当金 △20,531 △11,030

流動資産合計 10,451,573 11,117,171

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,261,513 4,323,509

減価償却累計額 △2,726,768 △2,754,563

建物・構築物（純額） 1,534,745 1,568,946

機械・運搬具 3,464,918 3,445,048

減価償却累計額 △2,801,941 △2,763,946

機械・運搬具（純額） 662,977 681,102

土地 5,641,056 5,641,056

その他 955,878 937,710

減価償却累計額 △823,346 △827,995

その他（純額） 132,532 109,714

有形固定資産計 7,971,311 8,000,819

無形固定資産   

ソフトウエア 23,698 19,772

ソフトウエア仮勘定 75,280 72,851

その他 8,578 8,578

無形固定資産計 107,557 101,203

投資その他の資産   

投資有価証券 7,179,471 6,690,286

長期貸付金 147,762 143,753

その他 1,146,390 1,190,253

貸倒引当金 △99,380 △99,380

投資その他の資産計 8,374,244 7,924,912

固定資産合計 16,453,113 16,026,935

資産合計 26,904,687 27,144,107



（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 2,757,046 2,785,448

短期借入金 1,179,805 1,779,805

未払法人税等 12,247 30,817

未成工事受入金 3,634,586 3,459,950

賞与引当金 54,998 144,300

工事損失引当金 2,207,551 2,539,760

その他 394,940 322,698

流動負債合計 10,241,175 11,062,779

固定負債   

長期未払金 123,116 123,116

繰延税金負債 61,870 －

退職給付引当金 387,172 407,851

固定負債合計 572,159 530,967

負債合計 10,813,335 11,593,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,821 4,608,821

利益剰余金 6,012,457 6,159,442

自己株式 △139,413 △138,968

株主資本合計 15,660,576 15,808,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 430,774 △257,646

評価・換算差額等合計 430,774 △257,646

純資産合計 16,091,351 15,550,359

負債純資産合計 26,904,687 27,144,107



（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  

完成工事高 3,148,855

売上高合計 3,148,855

売上原価  

完成工事原価 3,035,276

売上原価合計 3,035,276

売上総利益  

完成工事総利益 113,578

売上総利益合計 113,578

販売費及び一般管理費  

役員報酬 46,908

従業員給料手当 92,828

賞与引当金繰入額 13,326

退職給付引当金繰入額 5,093

通信交通費 19,564

その他 119,063

販売費及び一般管理費合計 296,784

営業損失（△） △183,205

営業外収益  

受取利息 8,375

受取配当金 38,530

その他 19,708

営業外収益合計 66,614

営業外費用  

支払利息 1,640

固定資産除却損 9,024

その他 10,108

営業外費用合計 20,773

経常損失（△） △137,364

特別利益  

投資有価証券売却益 63,285

特別利益合計 63,285

特別損失  

投資有価証券評価損 12,816

特別損失合計 12,816

税金等調整前四半期純損失（△） △86,896

法人税、住民税及び事業税 4,933

法人税等合計 4,933

四半期純損失（△） △91,830



（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（△） △86,896

減価償却費 74,808

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △89,302

工事損失引当金の増減額（△は減少） △332,208

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,679

固定資産除売却損益（△は益） 9,024

受取利息及び受取配当金 △46,906

支払利息 1,640

投資有価証券売却損益（△は益） △61,631

投資有価証券評価損益（△は益） 12,816

売上債権の増減額（△は増加） 1,390,870

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △351,752

仕入債務の増減額（△は減少） 64,145

未成工事受入金の増減額（△は減少） 174,636

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51,950

その他 26,342

小計 826,360

利息及び配当金の受取額 49,031

利息の支払額 △1,640

法人税等の支払額 △20,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 852,948

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △18,168

投資有価証券の売却による収入 328,090

有形固定資産の取得による支出 △127,048

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △8,548

投資活動によるキャッシュ・フロー 174,336

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） △600,000

配当金の支払額 △55,204

自己株式の取得による支出 △444

財務活動によるキャッシュ・フロー △655,649

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 371,634

現金及び現金同等物の期首残高 2,406,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,778,502



　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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

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 2,408,444

Ⅱ　売上原価 2,210,807

売上総利益 197,637

Ⅲ　販売費及び一般管理費 291,023

営業損失 93,385

Ⅳ　営業外収益 95,562

Ⅴ　営業外費用 6,544

経常損失 4,368

Ⅵ　特別損失 14,176

税金等調整前四半期純損失 18,544

税金費用 5,542

四半期純損失 24,087

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

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（△）　 △18,544

減価償却費 71,231

減損損失　 14,176

引当金の増加・減少（△）額　 △667,459

受取利息及び受取配当金　 △71,608

支払利息　 3,781

受取手形・完成工事未収入金の減
少・増加（△）額　

1,301,628

未成工事支出金等の減少・増加
（△）額　

△558,609

支払手形・工事未払金の増加・減少
（△）額　

△621,349

未成工事受入金の増加・減少（△）
額　

647,615

その他　 236,886

小計 337,748

利息及び配当金の受取額　 67,715

利息の支払額 △4,625

　法人税等の支払額 △18,913

営業活動によるキャッシュ・フロー 381,925

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入
　

300,000

投資有価証券の取得による支出　 △444,860

投資有価証券の売却及び償還による
収入　

138,637

その他 △36,041

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,264

Ⅲ　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　 △400,000

　配当金の支払額 △55,167

　その他 △1,129

財務活動によるキャッシュ・フロー △456,296

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少
（△）額

△116,636

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,906,728

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,790,092

－ 3 －
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