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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 6,643 ― △200 ― △164 ― △408 ―
20年3月期第2四半期 7,849 84.9 △531 ― △425 ― △574 ―

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 △18.51 ―
20年3月期第2四半期 △26.02 ―

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 25,983 15,322 59.0 694.63
20年3月期 27,144 15,550 57.3 704.85

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  15,322百万円 20年3月期  15,550百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 1.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1.50 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 18,700 23.3 △370 ― △290 ― △560 ― △25.38

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．平成20年10月31日に公表いたしました連結業績予想は修正しておりません。本資料に掲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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  22,375,865株 20年3月期  22,375,865株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  317,061株 20年3月期  313,966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  22,060,415株 20年3月期第2四半期  22,064,578株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,103,949 2,506,867

受取手形・完成工事未収入金 4,763,311 5,086,670

有価証券 398,344 －

未成工事支出金 4,568,219 3,268,977

材料貯蔵品 1,628 3,934

その他 305,196 261,753

貸倒引当金 △26,209 △11,030

流動資産合計 11,114,439 11,117,171

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,319,108 4,323,509

減価償却累計額 △2,754,757 △2,754,563

建物・構築物（純額） 1,564,350 1,568,946

機械・運搬具 3,407,930 3,445,048

減価償却累計額 △2,784,138 △2,763,946

機械・運搬具（純額） 623,792 681,102

土地 5,641,056 5,641,056

その他 921,175 937,710

減価償却累計額 △827,025 △827,995

その他（純額） 94,150 109,714

有形固定資産計 7,923,349 8,000,819

無形固定資産   

ソフトウエア 26,379 19,772

ソフトウエア仮勘定 78,220 72,851

その他 9,196 8,578

無形固定資産計 113,796 101,203

投資その他の資産   

投資有価証券 5,724,687 6,690,286

長期貸付金 139,634 143,753

その他 1,061,940 1,190,253

貸倒引当金 △94,350 △99,380

投資その他の資産計 6,831,912 7,924,912

固定資産合計 14,869,058 16,026,935

資産合計 25,983,498 27,144,107



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 3,297,577 2,785,448

短期借入金 1,668,622 1,779,805

未払法人税等 23,915 30,817

未成工事受入金 2,900,140 3,459,950

賞与引当金 137,495 144,300

工事損失引当金 1,796,598 2,539,760

その他 356,471 322,698

流動負債合計 10,180,821 11,062,779

固定負債   

長期未払金 123,116 123,116

退職給付引当金 356,794 407,851

固定負債合計 479,910 530,967

負債合計 10,660,732 11,593,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,821

利益剰余金 5,695,719 6,159,442

自己株式 △139,394 △138,968

株主資本合計 15,343,742 15,808,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,976 △257,646

評価・換算差額等合計 △20,976 △257,646

純資産合計 15,322,766 15,550,359

負債純資産合計 25,983,498 27,144,107



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高  

完成工事高 6,643,547

売上高合計 6,643,547

売上原価  

完成工事原価 6,266,021

売上原価合計 6,266,021

売上総利益  

完成工事総利益 377,525

売上総利益合計 377,525

販売費及び一般管理費  

役員報酬 90,036

従業員給料手当 182,233

賞与引当金繰入額 33,315

退職給付引当金繰入額 9,701

通信交通費 37,309

貸倒引当金繰入額 15,128

その他 210,133

販売費及び一般管理費合計 577,858

営業損失（△） △200,332

営業外収益  

受取利息 19,119

受取配当金 39,311

その他 36,179

営業外収益合計 94,610

営業外費用  

支払利息 9,292

固定資産除却損 14,161

その他 35,320

営業外費用合計 58,774

経常損失（△） △164,496

特別利益  

投資有価証券売却益 196,610

特別利益合計 196,610

特別損失  

投資有価証券評価損 430,640

特別損失合計 430,640

税金等調整前四半期純損失（△） △398,527

法人税、住民税及び事業税 9,867

法人税等合計 9,867

四半期純損失（△） △408,394



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △398,527

減価償却費 152,902

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,128

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,805

工事損失引当金の増減額（△は減少） △743,161

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,056

固定資産除売却損益（△は益） 14,161

受取利息及び受取配当金 △58,431

支払利息 9,292

投資有価証券売却損益（△は益） △194,042

投資有価証券評価損益（△は益） 430,640

売上債権の増減額（△は増加） 323,359

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,296,936

仕入債務の増減額（△は減少） 596,417

未成工事受入金の増減額（△は減少） △559,809

その他の流動負債の増減額（△は減少） 29,041

その他 △21,515

小計 △1,759,342

利息及び配当金の受取額 63,805

利息の支払額 △9,292

法人税等の支払額 △20,803

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,725,632

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △79,694

投資有価証券の売却による収入 1,045,364

有形固定資産の取得による支出 △160,630

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △17,017

その他 150

投資活動によるキャッシュ・フロー 888,183

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） △111,182

配当金の支払額 △55,227

自己株式の取得による支出 △879

自己株式の売却による収入 164

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,004,573

現金及び現金同等物の期首残高 2,406,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,402,293











売上及び受注の状況

売 上 状 況

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 5,181 66.0 3,516 52.9 9,983 65.8

鉄 骨 2,667 34.0 3,127 47.1 5,183 34.2

7,849 100.0 6,643 100.0 15,167 100.0

受 注 状 況

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 1,859 32.0 4,683 63.1 9,871 55.3

鉄 骨 3,951 68.0 2,741 36.9 7,985 44.7

5,810 100.0 7,425 100.0 17,857 100.0

受 注 残 高

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 13,117 69.1 17,495 71.4 16,328 68.9

鉄 骨 5,864 30.9 6,996 28.6 7,381 31.1

18,981 100.0 24,491 100.0 23,709 100.0

６．その他の情報

(平成19年9月30日現在） (平成20年9月30日現在） (平成20年3月31日現在）

前連結会計年度末

(19.4.1～19.9.30） (20.4.1～20.9.30） (19.4.1～20.3.31）

計

期  別 

計

期  別 前中間連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末

前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間 前連結会計年度

(19.4.1～19.9.30） (20.4.1～20.9.30） (19.4.1～20.3.31）

前連結会計年度

計

期  別 前中間連結会計期間 当第２四半期連結累計期間
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