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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 6,959 ― △293 ― △321 ― △661 ―

20年3月期第1四半期 6,846 ― △155 ― △171 ― △190 ―

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 △20.20 ―

20年3月期第1四半期 △5.81 ―

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 21,097 1,544 7.3 47.13
20年3月期 27,657 2,205 8.0 67.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,544百万円 20年3月期  2,205百万円

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 16,855 7.8 △195 ― △290 ― △825 ― △25.17

通期 48,520 27.7 705 168.5 500 200.2 40 ― 1.22

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 
 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。 
 上記の予想は、本資料の発表日現在で得られた前提、見通し、計画に基づいて算定しております。 
従って、業況の変化などにより実際の業績が記載の予想数値と大きく異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  32,800,000株 20年3月期  32,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  28,571株 20年3月期  28,071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  32,771,429株 20年3月期第1四半期  32,771,929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経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融市場

の混乱や原油価格の高騰によるエネルギー及び原材料価格高の影響により、景気の先行きに不透明感

が増しております。 

 建設業界においては、一方でディベロッパーや不動産ファンド等がミニバブル的に活況を呈してき

た民間住宅市況が需給の逼迫と金融機関の引き締めにより一気に経営が立ち行かなくなる事態が生じ

始めた事、他方、建設の原材料価格高騰を製品に転嫁できない景況感の厳しさが表面化している事、

そして公共建設投資も依然として縮減傾向が続いている事などから、厳しい経営環境となっており、

引き続き予断を許さないものと考えます。 

 このような状況下、当社グループは平成 19 年４月の株式会社長谷工コーポレーション、阪急電鉄株

式会社と当社の３社合意に基づいた業務提携を更に拡大し、人的交流や現場管理強化、管理会計強化、

リスク管理の徹底など諸施策に取り組み、安全と品質の確保及び環境への配慮を進めながら、内部統

制システムの再構築など企業の社会的責任（ＣＳＲ）とセキュリティ対策を重視し、経営基盤の強化

を推進しました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間における工事受注高は 102 億２千２百万円となり、売上高 69

億 59 百万円、営業損失２億９千３百万円、経常損失３億２千１百万円、四半期純損失６億６千１百万

円となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として完成工事高が下半期、特に第４四半期に偏

ることから、通期の業績予想に対し第３四半期迄の売上高の割合が低くなるといった季節的変動があ

ります。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の総資産は、前連結会計年度末比 65 億５千９百万円減の 210 億９千７百万円となり、

負債合計は前連結会計年度末比 58 億９千９百万円減の 195 億５千３百万円となりました。これにより

純資産合計は前連結会計年度末比６億６千万円減の 15 億４千４百万円となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 20 年７月１日付「株式会社インベストに対する債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関する

お知らせ」にて公表しております株式会社インベストへの債権に対し、323 百万円を貸倒引当金繰入額

として計上したこと等により、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）を第２四半期連結累計期間、通期ともに下方修正いたしました。 

 

 

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。 
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(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 簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計

年度末の実地たな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、たな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。 

  （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。 

  ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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 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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  （たな卸資産） 

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。 

 この変更が営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に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の適用 

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。 

 この変更が営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 
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（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

平成 20 年度の法人税法の改正を契機として、有形固定資産の経済的耐用年数を見直した結果、

当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しおります。 

 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５百万円増加して

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。 
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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 2,155 1,460

受取手形・完成工事未収入金等 11,738 18,358

未成工事支出金 1,210 2,100

たな卸不動産 757 760

材料貯蔵品 102 107

製品 159 144

仕掛品 0 1

その他 507 725

貸倒引当金 △172 △79

流動資産合計 16,461 23,578

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,048 1,048

機械、運搬具及び工具器具備品 2,037 2,046

土地 1,580 1,580

リース資産 123 －

減価償却累計額 △1,950 △1,875

有形固定資産計 2,839 2,799

無形固定資産 37 30

投資その他の資産   

投資有価証券 434 432

長期貸付金 182 185

長期営業外未収入金 1,828 991

その他 515 516

貸倒引当金 △1,201 △878

投資その他の資産計 1,759 1,249

固定資産合計 4,636 4,078

資産合計 21,097 27,657
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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 11,262 14,324

短期借入金 4,496 7,262

未成工事受入金 966 1,039

前受金 113 76

完成工事補償引当金 66 81

賞与引当金 83 41

その他 535 481

流動負債合計 17,523 23,306

固定負債   

長期借入金 889 1,089

退職給付引当金 1,087 1,055

その他 52 －

固定負債合計 2,029 2,145

負債合計 19,553 25,452

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 202 202

利益剰余金 △137 523

自己株式 △2 △2

株主資本合計 1,701 2,363

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △156 △158

評価・換算差額等合計 △156 △158

純資産合計 1,544 2,205

負債純資産合計 21,097 27,657
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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  

完成工事高 6,720

不動産事業売上高 1

その他の事業売上高 236

売上高合計 6,959

売上原価  

完成工事原価 6,630

不動産事業売上原価 2

その他の事業売上原価 218

売上原価合計 6,851

売上総利益  

完成工事総利益 89

不動産事業総損失（△） △0

その他の事業総利益 18

売上総利益合計 107

販売費及び一般管理費 400

営業損失（△） △293

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 3

雑収入 5

営業外収益合計 10

営業外費用  

支払利息 38

雑支出 0

営業外費用合計 38

経常損失（△） △321

特別損失  

貸倒引当金繰入額 323

前期損益修正損 6

その他 0

特別損失合計 330

税金等調整前四半期純損失（△） △651

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等合計 10

四半期純損失（△） △661
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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（△） △651

減価償却費 41

貸倒引当金の増減額（△は減少） 415

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 38

売上債権の増減額（△は増加） 6,620

長期営業外未収入金の増減額（△は増加） △836

たな卸不動産の増減額（△は増加） 2

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,143

未成工事受入金の増減額（△は減少） △72

仕入債務の増減額（△は減少） △3,061

その他 83

小計 3,749

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △39

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,683

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 △18

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △14

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） △2,724

長期借入金の返済による支出 △242

リース債務の返済による支出 △6

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 695

現金及び現金同等物の期首残高 1,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,155

㈱森組(1853)　平成21年３月期 第１四半期決算短信

-8-



（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） (単位：百万円）

連　結

売    上    高

(1) 外部顧客に対する売上高 6,720 1 229 6 6,959 － 6,959

(2)
セグメント間の内部売上高
または振替高

－ － 3 － 3 (3) －

計 6,720 1 232 6 6,962 (3) 6,959

△ 52 △ 8 12 0 △ 49 (244) △ 293

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

　　　　①事業区分の方法

　　　　　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

　　　　②各区分に属する主要な事業の内容

　　　　　建設事業･･･････････ 土木・建築その他建設工事全般に関する事業。

　　　　　不動産事業･････････ 不動産の開発・売買、交換及び賃貸並びにその代理、仲介。

　　　　　砕石事業･･･････････ 砕石、砕砂の製造販売他。

　　　　　その他の事業･･･････ 公共施設等の維持管理及び運営。

　　　２．追加情報

　　　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

【所在地別セグメント情報】

　本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

【海外売上高】

　海外売上高がないため、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

　該当事項はありません。

　　　　　　平成20年度の法人税法の改正を契機として、有形固定資産の経済的耐用年数を見直した結果、当第１
　　　　　四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更している。
　　　　　　これにより、建設事業で営業損失が０百万円増加し、砕石事業で営業利益が５百万円減少している。

　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の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭
和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

消去又は
全　　社

その他の事業不動産事業

営業利益又は営業損失（△）

砕石事業建設事業 計
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「参考資料」
  １．前四半期に係る財務諸表等
  （要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

Ⅰ　売上高 6,846

Ⅱ　売上原価 6,676

　　売上総利益 170

Ⅲ　販売費及び一般管理費 325

　　営業損失（△） △ 155

Ⅳ　営業外収益 28

Ⅴ　営業外費用 44

　　経常損失（△） △ 171

Ⅵ　特別損失 7

　　税金等調整前四半期純損失（△） △ 179

法人税等 12

　　少数株主損失（加算） 1

　　四半期純損失（△） △ 190

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）
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２．四半期個別受注の概況 

 

個別受注実績 

 受 注 高 

21年 3月期第１四半期 10,143 百万円 248.1 ％

20年 3月期第１四半期 2,914  △11.1  

 (注) ①受注高は、当該四半期までの累計額 
   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率 
 
 

（参考）受注実績内訳                            （単位：百万円） 

区   分 
平成21年3月期 

第１四半期 

平成20年3月期 

第１四半期 
比較増減 増減率 

官公庁 2,537 (  25.0％) 175 (  6.0％) 2,361  1,343.4％ 

民 間 4,251 ( 41.9％) 424 ( 14.6％) 3,827  902.5   

 
土 
  

木 
 計 6,789 ( 66.9％) 599 ( 20.6％) 6,189  1,031.7   

官公庁 31 (  0.3％) 295 ( 10.1％) △263  △89.3   

民 間 3,323 ( 32.8％) 2,018 ( 69.3％) 1,304  64.6   

建 
 

築 
計 3,354 ( 33.1％) 2,314 ( 79.4％) 1,040  45.0   

官公庁 2,569 ( 25.3％) 471 ( 16.1％) 2,098   445.0   

民 間 7,574 ( 74.7％) 2,442 ( 83.9％) 5,131  210.1   

建 
 
 

設 
 
 

事 
 
 

業 合 
 

計 
計 10,143 ( 100  ％) 2,914 ( 100  ％) 7,229  248.1   

（注）①海外受注高はありません。 
②（ ）内のパーセント表示は、構成比率。 
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