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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7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6月期第1四半期 7,168 ― 431 ― 532 ― 202 ―
20年6月期第1四半期 5,974 26.5 △112 ― △8 ― △76 ―

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6月期第1四半期 7.14 ―
20年6月期第1四半期 △2.73 ―

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6月期第1四半期 50,616 40,467 80.0 1,429.97
20年6月期 55,975 41,885 74.8 1,469.68

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  40,467百万円 20年6月期  41,885百万円

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6月期 ― 12.50 ― 17.50 30.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 12.50 ― 17.50 30.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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 15,500 9.7 800 67.4 1,000 35.2 450 △29.9 15.84
通期 43,000 3.8 3,200 9.6 3,650 8.4 2,000 △28.5 70.41

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  

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等によっています。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営状況等、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（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） 

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。 
２．平成20年６月期第１四半期は参考として、ショーボンド建設株式会社の連結数値を記載し、連結業績予想における増減率も同数値を用いて比較しています。 
３．上記の業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた当社の判断によるものです。実際の業績は様々な要素により上記記 
  載の予想数値とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。なお、業績予想に関する事項は添付資料の２ページをご参照ください。  

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6月期第1四半期  29,102,590株 20年6月期  29,102,590株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  802,826株 20年6月期  602,659株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  28,406,708株 20年6月期第1四半期  27,866,332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１四半期については、社会インフラに対する維持・補修工事の需要環境が堅調に推移した

ため、受注高は、前年同期比 6.9%増の 11,785 百万円となり、売上高は、前期からの繰越工事高

が増加したことにより前年同期比 20.0%増の 7,168 百万円となりました。損益については、売上

高の増加に伴い、営業利益は前年同期比 544 百万円増加し 431 百万円、経常利益は前年同期比

541 百万円増加し 532 百万円、四半期純利益は前年同期比 278 百万円増加し 202 百万円となりま

した。 

   事業の種類別セグメントにおける受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。 

受注実績                       （単位：百万円）

区分 
20 年６月期 

第１四半期 

21 年６月期 

第１四半期 

土木建築工事業 10,069 10,768

製品製造販売業 959 1,016

合 計 11,028 11,785

売上実績                       （単位：百万円）

区分 
20 年６月期 

第１四半期 

21 年６月期 

第１四半期 

土木建築工事業 5,015 6,151

製品製造販売業 959 1,016

合 計 5,974 7,168

受注残高                       （単位：百万円）

区分 
20 年６月期 

第１四半期 

21 年６月期 

第１四半期 

土木建築工事業 19,185 21,787

製品製造販売業 ― ―

合 計 19,185 21,787

 

   なお、当社グループの主たる事業である公共事業関連の土木事業は、工事の完成引渡しが第３

四半期に集中するという季節変動要因があり、第１四半期の経営成績は、通期業績予想に対し進

捗率が低くなる傾向にあります。 

 

２ 【連結財政状態に関する定性的情報】 

   当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ 5,359 百万円減少し 50,616 百万円

となり、負債は、3,941 百万円減少し 10,148 百万円となりました。これは、現金・預金を支払

手形・工事未払金等の債務の支払いに充てたことにより資産及び負債が減少しました。 

   純資産は、1,418 百万円減少し 40,467 百万円となりました。これは、剰余金の分配、自己株式

の取得並びに有価証券評価差額金の減少によるものです。 

 

３ 【連結業績予想に関する定性的情報】 

当社グループの事業分野である橋梁・トンネル等道路分野の維持・補修工事や学校等建物の耐

震工事は堅調に推移し、稼働及び採算を重視した受注活動を積極的に展開した結果、利益が当初

計画を上回りました。 

これに伴い、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を上方修正しました。詳細につ

きましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 簡便な会計処理 

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等によっています。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営状況等、

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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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) 四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産（未成工事支出金除く）については、従来、先入

先出法による原価法によっていましたが、「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 企業会計基準委員会）を当第１四半期連結会計期間

から適用し、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）に変更しています。 

 この変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 

② 重要なリース取引の処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理よっていましたが、「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 最終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準委員会）

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 最終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準委員会）を当四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理に変更しています。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっています。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しています。 

 この変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 
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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6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,032 6,533

受取手形・完成工事未収入金等 4,468 6,833

有価証券 11,651 11,896

未成工事支出金 4,971 4,374

その他のたな卸資産 596 653

繰延税金資産 374 224

その他 431 933

貸倒引当金 △38 △64

流動資産合計 26,486 31,385

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,993 3,035

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 274 285

土地 7,508 7,508

有形固定資産合計 10,775 10,829

無形固定資産 71 65

投資その他の資産   

投資有価証券 8,691 9,529

繰延税金資産 1,624 1,187

再評価に係る繰延税金資産 1,200 1,200

その他 1,998 1,998

貸倒引当金 △232 △221

投資その他の資産合計 13,282 13,694

固定資産合計 24,129 24,590

資産合計 50,616 55,975
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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6月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,496 8,292

未払法人税等 625 933

未成工事受入金 1,924 2,309

引当金 286 104

その他 670 1,343

流動負債合計 9,003 12,983

固定負債   

退職給付引当金 865 827

役員退職慰労引当金 16 266

その他 262 12

固定負債合計 1,144 1,106

負債合計 10,148 14,089

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 2,942 3,238

自己株式 △1,137 △775

株主資本合計 42,817 43,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △584 175

土地再評価差額金 △1,748 △1,748

為替換算調整勘定 △16 △16

評価・換算差額等合計 △2,349 △1,589

純資産合計 40,467 41,885

負債純資産合計 50,616 55,975
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,168

売上原価 5,513

売上総利益 1,655

販売費及び一般管理費 1,223

営業利益 431

営業外収益  

受取利息及び配当金 74

その他 35

営業外収益合計 109

営業外費用  

支払手数料 3

その他 5

営業外費用合計 9

経常利益 532

特別利益  

前期損益修正益 13

その他 0

特別利益合計 13

特別損失  

投資有価証券評価損 123

その他 0

特別損失合計 124

税金等調整前四半期純利益 422

法人税、住民税及び事業税 284

法人税等調整額 △65

法人税等合計 219

四半期純利益 202
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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利益 422

減価償却費 79

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損益（△は益） 123

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40

賞与引当金の増減額（△は減少） 232

退職給付引当金の増減額（△は減少） △211

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7

工事損失引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △74

売上債権の増減額（△は増加） 2,365

未成工事支出金の増減額（△は増加） △596

たな卸資産の増減額（△は増加） 56

その他の資産の増減額（△は増加） 47

仕入債務の増減額（△は減少） △2,876

未成工事受入金の増減額（△は減少） △384

その他の負債の増減額（△は減少） △342

その他 △124

小計 △1,362

利息及び配当金の受取額 67

法人税等の支払額 △621

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,916

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,889

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

1,251

有形固定資産の取得による支出 △23

有形固定資産の売却による収入 0

貸付けによる支出 △5

貸付金の回収による収入 3

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △673

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △499

自己株式の取得による支出 △362

財務活動によるキャッシュ・フロー △861

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,451

現金及び現金同等物の期首残高 12,497

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,046

－7－

ショーボンドホールディングス㈱（1414）　平成21年6月期　第1四半期決算短信

－7－



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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

各区分に属する主要な事業の内容 

土木建築工事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

製品製造販売業：製品等の製造及びその販売に関する事業 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しています。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(4)継続企業の前提に関する注記

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

土木建築 
工事業 
(百万円)

製品製造
販売業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,151 1,016 7,168 ― 7,168

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 384 384 (384) ―

計 6,151 1,401 7,553 (384) 7,168

営業利益(又は営業損失) 249 168 417 13 431

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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