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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 21,812 ― △4,955 ― △5,384 ― △5,730 ―

20年3月期第2四半期 27,746 63.6 △4,021 ― △4,172 ― △4,340 ―

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 △34.84 ―

20年3月期第2四半期 △26.39 ―

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 55,425 13,306 23.9 80.42
20年3月期 55,188 19,331 34.9 117.00

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,227百万円 20年3月期  19,245百万円

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  

２１年３月期の配当金については未定です。詳細は、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。  

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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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 71,000 △2.3 △3,900 ― △4,300 ― △4,400 ― △26.75

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頁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頁４その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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。 
（２）平成２１年３月期の業績予想は、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、実際の業績は今後のさまざまな要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、決算短信添付資料の３頁記載の３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
（３）平成２１年３月期の連結業績予想においては、合併により発生したのれんの償却額約６４億円を見込んでおり、営業利益、経常利益及び当期純利益が同額減少 し
ております。 
（４）平成２１年３月期の配当予想については、業績の状況を見極め中であり、現時点で未定のため開示しておりません。配当予想を決定しましたら速やかに開示いたし
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  182,025,228株 20年3月期  182,025,228株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  17,536,821株 20年3月期  17,536,172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  164,488,882株 20年3月期第2四半期  164,490,367株
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当第２四半期累計期間（平成２０年４月１日～平成２０年９月３０日）におけるわが国経済は、米

国・欧州での金融危機の深刻化や資源高により企業収益が悪化し、景気の後退色が強まる展開となりま

した。 

 建設業界におきましては、不動産市況の低迷、金融機関の融資姿勢の厳格化などにより、新興不動産

会社や地方・中堅建設会社が相次ぎ倒産するなど、業況は急速に悪化しつつあります。 

 このような環境の下、当社グループは、「新中期事業計画」の達成に向け、諸施策を展開してまいり

ました。 

 土木事業では中日本高速道路株式会社発注の紀勢自動車道駒トンネル及び第二東名高速道路高森第一

高架橋の２件の大型工事を単独で、国土交通省近畿地方整備局発注の大阪北道路国道170号高架化工事

を当社初の異工種ＪＶでそれぞれ受注いたしました。さらに、大阪港をはじめ博多港、三河港、田子の

浦港、神津島港など全国の港湾施設において、浚渫工事や岸壁・防波堤築造工事を受注するなど、着実

に事業展開をしております。 

 地盤改良事業では、主要地方空港施設の耐震化対策の初弾となる仙台空港Ｂ誘導路地盤改良工事を受

注し、今後、当工事の受注を足がかりに全国主要地方空港における液状化対策工事の営業展開に努めて

まいります。 

 ブロック事業では、主力商品のテトラポッドが東京国際空港再拡張事業Ｄ滑走路埋立部の外周護岸に

全面採用されました。 

 この結果、受注高は328億88百万円（前年同期比4.0％減）を確保しましたが、受注時期の遅れにより

売上計上時期が下期にずれ込み、売上高は218億12百万円（前年同期比21.4％減）と減収となりまし

た。なお、部門別受注高・売上高・繰越高につきましては10頁に記載しております。 

 損益につきましては、売上高の減少などにより営業利益は△49億55百万円、経常利益は△53億84百万

円となり、さらに四半期純利益は、年金統合に伴う損失を特別損失に計上したことなどで△57億30百万

円となりました。 

 なお、当期まで続くのれんの償却費負担により、営業利益、経常利益、四半期純利益がそれぞれ31億

99百万円減少しておりますが、財務状況に実質的な影響を与えるものではありません。 

  
  

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の減少及びのれんの償却による無形固定資産の減少があ

りましたが、未成工事支出金等が増加したことなどにより、前連結会計年度末と比べ2億37百万円増加

して554億25百万円となりました。 

 負債合計は、未成工事受入金等の増加などにより、前連結会計年度末と比べ62億62百万円増加して

421億19百万円となりました。 

 純資産は、四半期純損失の計上などにより、前連結会計年度末と比べ60億25百万円減少して133億6百

万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、工事代金の回収に努め完成工事未収入金の減少及び未成工事

受入金の増加がありましたが、税金等調整前四半期純損失の計上や未成工事支出金の増加などもあり、

27億13百万円の支出超過となりました。 

 投資活動のキャッシュ・フローにつきましては、有形・無形固定資産の取得などにより1億44百万円

の支出超過となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借入金の増加などにより14億66百万円の収入超

過となりました。  

 これにより、現金及び現金同等物の第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて13億93百万円減

少して63億62百万円となりました。 

  
  

【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

 ①資産、負債及び純資産の状況

 ②キャッシュ・フローの状況 
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通期業績につきましては、第２四半期から下期にずれ込んだ売上を確実に計上することなどにより、

第２四半期における減収をカバーし、現時点では平成２０年５月１２日に公表しました期初予想通りと

なる見込みです。 

  
  
  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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。 

  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

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

  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

(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 6,372 7,765 

受取手形・完成工事未収入金等 14,885 16,874 

有価証券 20 20 

未成工事支出金等 8,987 2,444 

販売用不動産 740 745 

材料貯蔵品 648 553 

その他 6,195 5,029 

貸倒引当金 △93 △71 

流動資産合計 37,753 33,359 

固定資産 

有形固定資産 4,941 5,059 

無形固定資産 

のれん 3,214 6,413 

その他 476 457 

無形固定資産合計 3,690 6,870 

投資その他の資産 

その他 11,592 12,417 

貸倒引当金 △2,551 △2,517 

投資その他の資産合計 9,041 9,900 

固定資産合計 17,672 21,829 

資産合計 55,425 55,188 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 16,674 16,076 

短期借入金 10,300 7,917 

未払法人税等 42 101 

未成工事受入金 8,468 4,355 

引当金 469 556 

その他 3,480 3,607 

流動負債合計 39,433 32,611 

固定負債 

長期借入金 － 600 

退職給付引当金 1,077 2,625 

役員退職慰労引当金 14 11 

その他 1,596 10 

固定負債合計 2,686 3,246 

負債合計 42,119 35,857 
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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 5,000 5,000 

資本剰余金 14,756 14,756 

利益剰余金 △6,509 △450 

自己株式 △251 △251 

株主資本合計 12,996 19,055 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 218 145 

繰延ヘッジ損益 △1 △3 

為替換算調整勘定 15 48 

評価・換算差額等合計 231 190 

少数株主持分 79 86 

純資産合計 13,306 19,331 

負債純資産合計 55,425 55,188 
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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) 

売上高 

完成工事高 19,537 

兼業事業売上高 2,274 

売上高合計 21,812 

売上原価 

完成工事原価 17,628 

兼業事業売上原価 1,130 

売上原価合計 18,758 

売上総利益 

完成工事総利益 1,909 

兼業事業総利益 1,145 

売上総利益合計 3,054 

販売費及び一般管理費 8,009 

営業損失（△） △4,955 

営業外収益 

受取利息 4 

受取配当金 11 

為替差益 9 

その他 51 

営業外収益合計 74 

営業外費用 

支払利息 67 

支払手数料 88 

持分法による投資損失 318 

その他 31 

営業外費用合計 504 

経常損失（△） △5,384 

特別利益 

移転補償金 437 

その他 81 

特別利益合計 518 

特別損失 

投資有価証券評価損 213 

年金統合に伴う損失 654 

その他 17 

特別損失合計 884 

税金等調整前四半期純損失（△） △5,750 

法人税、住民税及び事業税 31 

法人税等調整額 △44 

法人税等合計 △13 

少数株主損失（△） △7 

四半期純損失（△） △5,730 
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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利益 △5,750 

減価償却費 265 

のれん償却額 3,199 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,548 

その他の引当金の増減額（△は減少） △86 

受取利息及び受取配当金 △14 

支払利息 67 

支払手数料 88 

持分法による投資損益（△は益） 318 

投資有価証券評価損益（△は益） 213 

売上債権の増減額（△は増加） 1,984 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △6,543 

仕入債務の増減額（△は減少） 599 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,113 

未払消費税等の増減額（△は減少） △689 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △713 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,121 

その他 △264 

小計 △2,584 

利息及び配当金の受取額 14 

利息の支払額 △77 

法人税等の支払額 △66 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,713 

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 △477 

有形固定資産の売却による収入 307 

投資有価証券の取得による支出 △1 

投資有価証券の売却による収入 2 

貸付けによる支出 △15 

貸付金の回収による収入 28 

その他 12 

投資活動によるキャッシュ・フロー △144 

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） 3,000 

長期借入金の返済による支出 △1,200 

配当金の支払額 △331 

その他 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,466 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,393 

現金及び現金同等物の期首残高 7,755 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,362 
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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)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。 

  

該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント情報 

  当第２四半期連結累計期間(平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 
  

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

  建設事業：土木、その他建設工事全般に関する事業 

   型枠賃貸事業：消波・根固ブロックの型枠賃貸に関する事業 

   その他の事業：施工機械賃貸、環境景観商品・建設資機材販売、他 

②所在地別セグメント情報 

 当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

③海外売上高 

当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

建設事業 型枠賃貸事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

(百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円） (百万円）

売上高及び営業損益

売   上   高

(1)外部顧客に対する売上高 19,537 1,598 676 21,812 － 21,812

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 7 1,475 1,482 (1,482) － 

計 19,537 1,606 2,151 23,294 (1,482) 21,812

営 業 費 用 24,268 1,668 2,366 28,302 (1,535) 26,767

営業利益（又は営業損失） (4,731) (63) （215） (5,008) 53 (4,955)

（注）(1)事業区分の方法

   (2)各事業区分に属する主要な内容

(3)のれんの償却により、建設事業における資産が前連結会計年度末に比べ、31億99百万円

  減少しております。

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

  （要約）中間連結損益計算書 

 
  

〔参考〕

（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)

Ⅰ 売上高 27,746

Ⅱ 売上原価 23,788

   売上総利益 3,958

Ⅲ 販売費及び一般管理費合計 7,979

   営業損失(△） △ 4,021

Ⅳ 営業外収益 85

Ⅴ 営業外費用 236

   経常損失(△） △ 4,172

Ⅵ 特別利益 13

Ⅶ 特別損失 71

   税金等調整前中間純損失(△） △ 4,230

   法人税等 111

   中間純損失(△） △ 4,340
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   当社グループにおける事業の状況は、以下のとおりであります。 

６. 部門別受注高・売上高・繰越高(連結ベース)

（単位:百万円）

区 
分

前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間

比   較期  別
（自 平成19年 4月 1日  

  
（自 平成20年 4月 1日  

  

  至 平成19年 9月30日）  至 平成20年 9月30日）

部  門 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 増減率（％）

受 
注 
高

建 
設 
工 
事

土  木 17,441 50.9 18,309 55.7 868 5.0

地盤改良 13,622 39.8 11,735 35.7 △ 1,887 △ 13.9

小   計 31,063 90.7 30,043 91.4 △ 1,020 △ 3.3

ブロックその他 3,188 9.3 2,844 8.6 △ 344 △ 10.8

計 34,251 100.0 32,888 100.0 △ 1,364 △ 4.0

（官公庁） (14,931) (43.6) (17,048) (51.8) (2,117) (14.2)

（民 間） (19,320) (56.4) (15,840) (48.2) (△3,480) (△18.0)

売 
上 
高

建 
設 
工 
事

土   木 13,175 47.5 11,050 50.7 △ 2,125 △ 16.1

地盤改良 12,182 43.9 8,488 38.9 △ 3,694 △ 30.3

小   計 25,357 91.4 19,537 89.6 △ 5,819 △ 23.0

ブロックその他 2,390 8.6 2,274 10.4 △ 115 △ 4.8

計 27,746 100.0 21,812 100.0 △ 5,934 △ 21.4

（官公庁） (11,408) (41.1) (9,387) (43.0) (△2,021) (△17.7)

（民 間） (16,338) (58.9) (12,425) (57.0) (△3,913) (△24.0)

繰 
越 
高

建 
設 
工 
事

土   木 39,002 70.5 46,111 76.9 7,109 18.2

地盤改良 15,056 27.2 12,528 20.9 △ 2,527 △ 16.8

小   計 54,058 97.7 58,639 97.9 4,581 8.5

ブロックその他 1,300 2.3 1,290 2.1 △ 10 △ 0.8

計 55,357 100.0 59,929 100.0 4,571 8.3

（官公庁） (31,411) (56.7) (38,358) (64.0) (6,948) (22.1)

（民 間） (23,947) (43.3) (21,570) (36.0) (△2,376) (△9.9)
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