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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,481 17.4 △113 ― △105 ― △105 ―
20年3月期第1四半期 1,262 ― △98 ― △90 ― △88 ―

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 △16.34 ―
20年3月期第1四半期 △13.57 ―

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 5,706 3,331 58.4 513.88
20年3月期 6,531 3,431 52.5 529.25

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,331百万円 20年3月期  3,431百万円

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  

平成21年3月期の配当予想は未定であります。  

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） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 3,700 1.6 △175 ― △165 ― △170 ― △26.15
通期 12,000 16.3 3 △92.9 19 △71.2 10 △84.7 1.54

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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】 ４．その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  6,500,000株 20年3月期  6,500,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  17,225株 20年3月期  16,725株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  6,482,941株 20年3月期第1四半期  6,485,869株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、これらの 
   予想数値と異なる場合があります。 
   なお、業績予想に関する事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 ２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
当第１四半期会計期間における北海道経済は、民間設備投資は底堅いものの住宅着工、公共投資の低調な

推移で経営環境は依然として厳しい状況下にあります。
このような厳しい環境のもと、当社は、懸命な営業活動を展開し受注の確保に努めた結果、当第１四半期

会計期間の業績は、受注高3,184百万円、売上高1,481百万円となりました。
損益につきましては、費用の節減、原価低減に努力しておりますが、例年下半期に竣工する工事が大半を

占め、売上高は下半期に偏る傾向が大きいため、経常損益105百万円の損失、四半期純損益105百万円の損失
となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
資産・負債・純資産の状況

当第１四半期会計期間における総資産は、前事業年度末に比べ825百万円減少の5,706百万円となりました。
主な増減は、現金及び預金700百万円及び未成工事支出金397百万円等は増加となりましたが、売掛債権1,567
百万円及び有価証券200百万円等は減少となりました。
負債合計は、前事業年度末に比べ725百万円減少の2,374百万円となりました。主な増減は、未成工事受入

金134百万円等は増加となりましたが、買掛債務787百万円等は減少となりました。
また、当第１四半期会計期間における純資産は、前事業年度末に比べ99百万円減少の3,331百万円となりま

した。

3. 業績予想に関する定性的情報
現段階では平成20年５月13日に発表しました業績予想数値に変更はございません。

4. その他
四半期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) 当事業年度より「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、「四半期財務諸
表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期会計期間より「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、主として先入先出法による原価法(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。この変更に伴う損益に与える影
響はありません。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,410,033 709,128

受取手形及び売掛金 570,212 752,737

完成工事未収入金 1,181,140 2,566,194

有価証券 0 200,000

商品 21,966 31,184

未成工事支出金 802,596 405,479

その他 39,511 186,054

貸倒引当金 △2,419 △4,486

流動資産合計 4,023,042 4,846,292

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 726,877 734,433

その他 486,253 489,396

有形固定資産合計 1,213,130 1,223,830

無形固定資産 3,066 3,669

投資その他の資産

投資有価証券 347,187 341,088

その他 126,462 123,714

貸倒引当金 △6,676 △6,676

投資その他の資産合計 466,973 458,127

固定資産合計 1,683,170 1,685,627

資産合計 5,706,213 6,531,919
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 678,034 1,354,175

工事未払金 236,804 348,393

未払法人税等 4,249 13,421

未成工事受入金 404,255 269,340

工事損失引当金 7,261 7,261

その他 171,511 243,359

流動負債合計 1,502,115 2,235,951

固定負債

退職給付引当金 822,769 819,912

役員退職慰労引当金 21,808 19,738

環境対策引当金 7,817 7,817

繰延税金負債 20,322 17,205

固定負債合計 872,717 864,673

負債合計 2,374,832 3,100,625

純資産の部

株主資本

資本金 840,687 840,687

資本剰余金 687,108 687,108

利益剰余金 1,759,744 1,865,680

自己株式 △3,017 △2,960

株主資本合計 3,284,522 3,390,514

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 46,857 40,780

評価・換算差額等合計 46,857 40,780

純資産合計 3,331,380 3,431,294

負債純資産合計 5,706,213 6,531,919
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(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 1,014,003

商品売上高 467,683

売上高 1,481,686

売上原価

完成工事原価 941,300

商品売上原価 429,250

売上原価 1,370,551

売上総利益

完成工事総利益 72,702

商品売上総利益 38,432

売上総利益 111,135

販売費及び一般管理費 224,247

営業損失（△） △113,111

営業外収益

受取利息 583

受取配当金 4,243

その他 2,763

営業外収益 7,590

営業外費用

その他 28

営業外費用 28

経常損失（△） △105,549

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,066

特別利益 2,066

特別損失

固定資産除却損 227

特別損失 227

税引前四半期純損失（△） △103,711

法人税、住民税及び事業税 2,224

四半期純損失（△） △105,935
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考」

前四半期にかかる財務諸表

　(要約) 四半期損益計算書

　 (単位：千円)

科 目

前第１四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金 額

Ⅰ 売上高 1,262,597

Ⅱ 売上原価 1,113,337

売上総利益 149,260

Ⅲ 販売費及び一般管理費 247,289

営業損失(△) △98,029

Ⅳ 営業外利益 7,660

Ⅴ 営業外費用 28

経常損失(△) △90,397

Ⅵ 特別利益 4,613

税引前四半期純損失(△) △85,784

税金費用 △2,224

四半期純損失(△) △88,008
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