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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 10,315 ― △159 ― △193 ― △194 ―

20年3月期第2四半期 9,691 6.2 △65 ― △55 ― △147 ―

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2四半期 △15.11 ―

20年3月期第2四半期 △11.45 ―

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2四半期 17,620 3,983 22.4 306.76
20年3月期 20,382 4,219 20.5 325.23

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,950百万円 20年3月期  4,187百万円

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 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 29,000 9.9 610 △15.6 460 △29.1 200 △12.9 15.53

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 (2)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 (3)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) 通期の業績予想に関しては、当社は下半期に売上高が集中する傾向にありますが、景気の先行きに対する不透明感が拡大しており、厳しい経営環境が 
   続くと予想されることから、変更いたしません。 
    （注）詳細は、2ページ【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）を適用しています。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います。 
 (3) 本資料に記載されている業績見通し等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、  
   実際の業績はさまざまな要素により、これら業績予想と異なる結果となる可能性があります。  

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2四半期  12,877,500株 20年3月期  12,877,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  642株 20年3月期  641株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  12,876,859株 20年3月期第2四半期  12,876,859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 2 四半期連結累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した米国経済の減

速傾向や株式・為替市場の変動に加え、原油をはじめとする原材料価格の高騰の影響を受け、景気は停滞

しました。 

  特に建設業界においては、不動産開発会社や建設会社の倒産が相次いだことや、株式市況の変動、原油・

原材料高の影響により、企業の設備投資も減退姿勢が見えはじめ、厳しい経営環境が続いています。 

  このような中、当社グループは多様な工事分野を持つ特性を活かし、電気設備工事、情報通信工事、電

力工事、環境工事などの重要顧客先の受注を強化しております。 

その結果、当社グループの第 2 四半期連結累計期間の業績は、完成工事高 10,315 百万円となりました。

損益面においては、得意先の倒産に伴う貸倒引当金の繰入 122 百万円を一般管理費に計上したこともあり、

営業損失 159 百万円、経常損失 193 百万円、四半期純損失 194 百万円となりました。 

  なお、当社グループは、一昨年度まで、経過措置適用による「四半期業績の概況」を発表していた関係

で、平成 20 年 3 月期第 2 四半期の対前年同期比は記載していません。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  (資産) 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて 15.0％減少し、14,012 百万円となりました。これは、現金及び

預金が 531 百万円増加し、受取手形及び完成工事未収入金が 3,758 百万円減少し、未成工事支出金が 771

百万円増加したことなどによります。なお、当社グループの属する建設業界における業績は、完成工事高

の計上が下半期に偏る傾向があるので、当社グループの第 2 四半期連結累計期間は、前連結会計年度末に

計上した売上債権の回収により流動資産が減少する傾向があります。 

  固定資産も、前連結会計年度末に比べて 7.5％減少し、3,607 百万円となりました。これは、その他投資

が 100 百万円減少し、前述の得意先の倒産に伴う貸倒引当金繰入等の影響により、貸倒引当金が 117 百万

円増加したことなどによります。 

  この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 13.6％減少し、17,620 百万円となりました。 

  (負債) 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて 20.4％減少し、11,323 百万円となりました。これは、支払手形

及び工事未払金が 2,657 百万円、短期借入金が 311 百万円、未払法人税等が 253 百万円それぞれ減少し、

未成工事受入金が 359 百万円増加したことなどによります。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて 19.6％増加し、2,313 百万円となりました。これは、長期借入

金が 307 百万円、退職給付引当金が 81 百万円それぞれ増加したことなどによります。 

  (純資産) 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 5.6％減少し、3,983 百万円となりました。これは、主として

利益剰余金が 233 百万円減少したことなどによります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  今後の見通しについては、景気は弱まっているとの政府の発表にもあるとおり、景気の先行きに対する

不透明感が拡大してきています。特に、建設業界におきましては、不動産不況も相俟って、先行きかなり

厳しい状況が続くものと思われます。 

ただ、当社では、下半期に完成工事高が集中する傾向にありますが、上記のとおり景気の先行き不透明

感が拡大しているため、通期の業績見通しは変更いたしません。 
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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 

   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

方法によっています。 

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います。 

 

 (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 

   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）を適用しています。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います。 
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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 2 四半期 

連結会計期間末 

（平成 20 年 9 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） 

 

科  目 

金  額 金  額 

（資産の部）   

流動資産   

  現金及び預金 5,325 4,793 

  受取手形及び完成工事未収入金 5,928 9,687 

  未成工事支出金 2,364 1,593 

  繰延税金資産 169 146 

  その他 246 286 

  貸倒引当金 △21 △24 

 流動資産合計 14,012 16,483 

固定資産   

 有形固定資産   

  建物・構築物 953 976 

  機械・運搬具・工具器具備品 108 123 

  土地 1,514 1,514 

  有形固定資産合計 2,576 2,614 

 無形固定資産 91 98 

 投資その他の資産   

  投資有価証券 529 541 

  長期貸付金 6 6 

  繰延税金資産 308 325 

  その他 278 377 

  貸倒引当金 △183 △65 

  投資その他の資産合計 939 1,185 

 固定資産合計 3,607 3,898 

資産合計 17,620 20,382 
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（単位：百万円） 

当第 2 四半期 

連結会計期間末 

（平成 20 年 9 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） 

 

科  目 

金  額 金  額 

（負債の部）   

流動負債   

  支払手形及び工事未払金 4,023 6,681 

  短期借入金 5,502 5,814 

  未払法人税等 36 290 

  未払費用 418 421 

  未成工事受入金 1,178 819 

  完成工事補償引当金 9 4 

  その他 153 196 

 流動負債合計 11,323 14,228 

固定負債   

  長期借入金 747 439 

  社債 24 32 

  退職給付引当金 1,475 1,393 

  役員退職慰労引当金 66 68 

 固定負債合計 2,313 1,933 

負債合計 13,636 16,162 

（純資産の部）   

株主資本   

  資本金 1,817 1,817 

  資本剰余金 1,391 1,391 

  利益剰余金 660 893 

  自己株式 △0 △0 

 株主資本合計 3,869 4,102 

評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 81 86 

  繰延ヘッジ損益 △0 △0 

 評価・換算差額等合計 80 85 

少数株主持分 33 31 

純資産合計 3,983 4,219 

負債純資産合計 17,620 20,382 
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(2) 四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

 当第 2 四半期連結累計期間 

科  目 自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 9 月 30 日 

 金  額 

完成工事高 10,315 

完成工事原価 9,314 

 完成工事総利益 1,001 

販売費及び一般管理費 1,160 

 営業損失 159 

営業外収益  

 受取利息及び配当金 15 

 その他 15 

 営業外収益合計 30 

営業外費用  

 支払利息 59 

 その他 5 

 営業外費用合計 64 

 経常損失 193 

特別利益  

 投資有価証券売却益 25 

 貸倒引当金戻入益 3 

 固定資産売却益 2 

 特別利益合計 31 

特別損失  

 固定資産売却損 3 

 ゴルフ会員権評価損 2 

 特別損失合計 6 

税金等調整前四半期純損失 168 

法人税・住民税及び事業税 26 

法人税等調整額 △4 

法人税等合計 21 

少数株主利益 4 

四半期純損失 194 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(4) 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。 
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