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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 3,678 ― △298 ― △272 ― △282 ―

20年3月期第1四半期 2,115 ― △765 ― △743 ― △776 ―

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 △15.91 ―

20年3月期第1四半期 △43.79 ―

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 22,337 5,241 23.5 295.57
20年3月期 21,292 5,504 25.9 310.38

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,241百万円 20年3月期  5,504百万円

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 8,600 ― △810 ― △810 ― △850 ― △47.93

通期 23,700 5.3 △1,130 ― △1,140 ― △1,200 ― △67.66

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．本資料に記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
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 
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  18,602,244株 20年3月期  18,602,244株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  867,772株 20年3月期  867,672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  17,734,547株 20年3月期第1四半期  17,736,506株







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 1,991 1,858

受取手形・完成工事未収入金等 5,386 6,707

未成工事支出金 6,291 4,160

材料貯蔵品 135 126

その他 938 792

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 14,740 13,643

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,042 2,082

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,234 1,262

土地 3,282 3,282

建設仮勘定 41 32

有形固定資産計 6,601 6,659

無形固定資産 125 138

投資その他の資産 869 850

固定資産合計 7,596 7,649

資産合計 22,337 21,292



（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 8,677 8,452

短期借入金 705 705

未払法人税等 21 42

未成工事受入金 3,814 2,763

完成工事補償引当金 19 18

工事損失引当金 577 849

その他 1,713 1,227

流動負債合計 15,529 14,059

固定負債   

長期借入金 63 165

退職給付引当金 1,235 1,245

その他 266 317

固定負債合計 1,565 1,729

負債合計 17,095 15,788

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,379 2,379

資本剰余金 2,224 2,224

利益剰余金 868 1,150

自己株式 △333 △332

株主資本合計 5,139 5,421

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102 82

評価・換算差額等合計 102 82

純資産合計 5,241 5,504

負債純資産合計 22,337 21,292



（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 3,678

売上原価 3,462

売上総利益 215

販売費及び一般管理費 513

営業損失（△） △298

営業外収益  

受取配当金 5

物品売却益 6

その他 17

営業外収益合計 28

営業外費用  

支払利息 1

支払保証料 1

その他 0

営業外費用合計 3

経常損失（△） △272

特別利益  

固定資産売却益 8

特別利益合計 8

税金等調整前四半期純損失（△） △264

法人税、住民税及び事業税 19

法人税等調整額 △2

法人税等合計 17

四半期純損失（△） △282



（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（△） △264

減価償却費 129

工事損失引当金の増減額（△は減少） △272

売上債権の増減額（△は増加） 1,321

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,130

仕入債務の増減額（△は減少） 106

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,051

その他 359

小計 300

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △5

法人税等の支払額 △40

営業活動によるキャッシュ・フロー 260

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 △20

有形固定資産の売却による収入 1

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △24

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 500

短期借入金の返済による支出 △602

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 133

現金及び現金同等物の期首残高 1,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,991
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