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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 36,743 ― △305 ― △181 ― △225 ―

20年3月期第2四半期 39,138 △4.0 △2,008 ― △1,919 ― △1,197 ―

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 △8.91 ―

20年3月期第2四半期 △47.40 ―

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 65,622 27,850 42.4 1,102.69
20年3月期 79,785 27,930 35.0 1,105.78

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  27,850百万円 20年3月期  27,930百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

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 97,000 △7.8 2,000 25.1 2,000 21.7 1,000 22.6 39.59

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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値
と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料２ページをご参照下さい。 
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)および「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は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて記載しております。  

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2四半期  25,282,225株 20年3月期  25,282,225株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  25,257株 20年3月期  23,338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  25,258,032株 20年3月期第2四半期  25,260,812株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融危機・金融不安が高まり、急激な円高や株価下落の影響を受け、企業収益の低下や個人消費の落ち
込みなど、景気の後退懸念が一層強まってまいりました。  
 建設業界におきましても、企業の生産調整や設備投資抑制の動きが見られるなどから、価格競争が一段
と激化することが予想されるとともに、公共建設投資が依然として低調に推移しているなど、当社グルー
プを取り巻く環境は、引き続き厳しい状況となっております。  
  
こうした環境の中で、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高367億4千3百万円、営

業損失3億5百万円、経常損失1億8千1百万円、四半期純損失2億2千5百万円となり、また、受注高につきま
しては、540億8千2百万円となりました。 
  
当社グループの売上高は、通常の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強く、一方で、

販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るという季節的変動が
あります。このため、第１四半期から第３四半期までは営業損失、経常損失、および純損失となる傾向に
あります。 
  

  

  
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、656億2千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ141

億6千2百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少203億2千7百万円であ
ります。 
 負債は、377億7千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ140億8千2百万円減少しております。主な要
因は、支払手形・工事未払金の減少149億1百万円であります。  
 純資産は、278億5千万円となり、前連結会計年度末に比べ8千万円減少しております。主な要因は、そ
の他有価証券評価差額金の増加3億3千9百万円と、利益剰余金の減少4億1千4百万円であります。  

  
  

  
当社グループの通期の業績予想につきましては、平成20年10月22日に公表いたしました業績予想に変更

ありません。 
  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

1.一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変 
  化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定し 
  ております。 
2.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おります。 
   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おります。 

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 平成19年３月
14日)および「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 平成
19年３月14日)を適用しております。 
 また、四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規
則」に準じて記載しております。 

2. その他のたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、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、移動平均法による原価法（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。  
 なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

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)

(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

(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
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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) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 2,930 3,156 

受取手形・完成工事未収入金 24,947 45,275 

有価証券 384 207 

未成工事支出金 8,696 5,697 

その他のたな卸資産 21 17 

繰延税金資産 1,491 1,313 

その他 2,824 1,411 

貸倒引当金 △162 △346 

流動資産合計 41,132 56,734 

固定資産 

有形固定資産 

建物・構築物（純額） 2,652 2,730 

その他（純額） 865 895 

有形固定資産合計 3,518 3,625 

無形固定資産 349 391 

投資その他の資産 

投資有価証券 17,024 15,558 

繰延税金資産 433 798 

その他 4,439 4,051 

貸倒引当金 △1,275 △1,374 

投資その他の資産合計 20,621 19,034 

固定資産合計 24,489 23,050 

資産合計 65,622 79,785 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金 22,141 37,043 

短期借入金 3,647 4,545 

未払法人税等 51 995 

未成工事受入金 2,719 1,124 

工事損失引当金 452 318 

引当金 112 165 

その他 3,416 2,156 

流動負債合計 32,542 46,348 

固定負債 

長期借入金 2,550 2,700 

退職給付引当金 1,687 2,696 

引当金 59 74 

その他 932 34 

固定負債合計 5,229 5,505 

負債合計 37,771 51,854 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,158 5,158 

資本剰余金 6,887 6,887 

利益剰余金 14,059 14,473 

自己株式 △16 △15 

株主資本合計 26,088 26,505 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,694 1,354 

為替換算調整勘定 67 71 

評価・換算差額等合計 1,761 1,425 

純資産合計 27,850 27,930 

負債純資産合計 65,622 79,785 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

完成工事高 36,743 

完成工事原価 33,727 

完成工事総利益 3,015 

販売費及び一般管理費 3,321 

営業損失（△） △305 

営業外収益 

受取利息 61 

受取配当金 108 

その他 46 

営業外収益合計 216 

営業外費用 

支払利息 57 

為替差損 23 

その他 12 

営業外費用合計 93 

経常損失（△） △181 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 258 

特別利益合計 258 

特別損失 

固定資産売却損 4 

固定資産除却損 3 

投資有価証券評価損 50 

減損損失 21 

退職給付制度改定損 218 

その他 1 

特別損失合計 300 

税金等調整前四半期純損失（△） △224 

法人税、住民税及び事業税 71 

法人税等調整額 △70 

法人税等合計 0 

四半期純損失（△） △225 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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（△） △224 

減価償却費 227 

減損損失 21 

固定資産売却損益（△は益） 4 

固定資産除却損 3 

投資有価証券評価損益（△は益） 50 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △282 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,009 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 133 

受取利息及び受取配当金 △169 

支払利息 57 

為替差損益（△は益） 100 

売上債権の増減額（△は増加） 20,362 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,999 

仕入債務の増減額（△は減少） △14,898 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,594 

その他 △243 

小計 2,729 

利息及び配当金の受取額 178 

利息の支払額 △57 

法人税等の支払額 △1,009 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,841 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △188 

有価証券の売却による収入 208 

有形固定資産の取得による支出 △88 

無形固定資産の取得による支出 △56 

固定資産の売却による収入 46 

投資有価証券の取得による支出 △1,126 

投資有価証券の売却による収入 12 

その他 468 

投資活動によるキャッシュ・フロー △723 

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） △995 

長期借入金の返済による支出 △165 

自己株式の取得による支出 △1 

配当金の支払額 △189 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,351 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225 

現金及び現金同等物の期首残高 3,112 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,887 
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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)および「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は「四半期連結財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に

準じて記載しております。 

  

  
 当第２四半期連結会計期間（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２四半期連結累計期間（自 平成20年４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) 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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前四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）前中間連結損益計算書 

                    （単位：百万円） 

「参考資料」

科目
前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

完成工事高 39,138

完成工事原価 37,620

 完成工事総利益 1,517

販売費及び一般管理費 3,526

 営業損失（△） △2,008

営業外収益 271

営業外費用 182

 経常損失（△） △1,919

特別利益 156

特別損失 88

 税金等調整前中間純損失（△） △1,851

 法人税、住民性及び事業税 11

 法人税等調整額 △666

 中間純損失（△） △1,197
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(2)（要約）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                         （単位：百万円） 

科目
前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純損失（△） △1,851

   減価償却費 195

      有形固定資産除却損 0

      減損損失 81

      投資有価証券売却損益 △84

   貸倒引当金の増加額 371

   退職給付引当金等の増加額 10

      工事損失引当金の増加額 2

   受取利息及び受取配当金 △175

   支払利息 68

   売上債権の減少額 12,664

   たな卸資産の増加（△）額 △4,020

   仕入債務の減少（△）額 △9,087

   未成工事受入金の増加額 998

   その他 △1,351

      小 計 △2,177

   利息及び配当金の受取額 168

   利息の支払額 △67

   法人税等の支払額 △78

   法人税等の還付額 132

  営業活動によるキャッシュ・フロー △2,023

 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有価証券の取得による支出 △2,000

   有価証券の売却等による収入 347

   投資有価証券の取得による支出 △207

   投資有価証券の売却等による収入 642

   貸付による支出 △9

   貸付金の回収による収入 14

   その他 180

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,030

 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 2,672

   長期借入金の返済による支出 △167

   配当金の支払額 △189

   その他 △1

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,315

 現金及び現金同等物に係る換算差額 22

 現金及び現金同等物の減少（△）額 △716

 現金及び現金同等物の期首残高 3,177

 現金及び現金同等物の期末残高 2,461
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                                       （単位：百万円）

 
  

6. 平成21年３月期第２四半期受注の概況（連結）

区分

前第２四半期 
(自平成19年４月１日 
 至平成19年９月30日)

当第２四半期
(自平成20年４月１日 
 至平成20年９月30日) 増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

一般空調工事 45,954 93.5 % 50,675 93.7 % 4,721 10.3 %

（うち海外） (6,134) (12.5) (2,647) (4.9) (△3,486) (△56.8)

原子力施設空調工事 3,178 6.5 3,406 6.3 228 7.2

合計 49,132 100.0 54,082 100.0 4,949 10.1
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