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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 3,163 ― △289 ― △414 ― △1,243 ―

20年3月期第2四半期 3,665 57.2 △154 ― △284 ― △2,205 ―

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 △9.07 ―

20年3月期第2四半期 △18.70 ―

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 12,774 2,298 17.5 15.43
20年3月期 12,907 3,541 26.9 28.44

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,233百万円 20年3月期  3,476百万円

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

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 9,980 13.8 350 ― 90 ― △750 ― △5.47

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.上記業績予想は平成20年11月6日公表の業績予想と変更ありません。本資料の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、
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。 
２.四半期決算における有価証券の減損処理については洗替え法を採用しているため、今後の株価の変動によっては、減損額が修正される可能性があります。 
３.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。 

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  144,882,021株 20年3月期  122,345,790株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  122,060株 20年3月期  115,946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  137,021,741株 20年3月期第2四半期  117,930,473株
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当社グループの主力事業である橋梁業界は、公共事業費の削減等による発注量の減少に加え、道路特
定財源の一般財源化が閣議決定される等、受注環境は依然厳しい状況にあります。  
  一方、公共工事における入札方式は技術提案力や施工体制を重視する総合評価方式が主流となり、価
格は回復基調にあります。  
  このような状況下において、当社は鋭意受注に注力した結果、当第2四半期連結累計期間（平成20年4
月～平成20年9月）におきまして、鉄道・運輸機構の第５千曲川橋りょう、また中日本高速道路(株)よ
り海老名北ジャンクション第一橋等の大型物件を受注し、当社グループにおける鋼構造物受注高は前年
同期比7億18百万円増の61億2百万円（前年同期比13.4%増）、総体として7億19百万円増の61億20百万円
（前年同期比13.3%増）となり、比較的受注が好調であった前中間期を上回る受注高を獲得することが
できました。  
  売上高につきましては、前期末受注残が比較的潤沢であったものの、昨年来続いております鋼材の供
給逼迫等により生産に遅れが生じており、鋼構造物では前年同期比5億2百万円減の31億46百万円（前年
同期比13.8%減）、総体では5億2百万円減の31億63百万円（前年同期比13.7%減）となりました。  
  損益面では売上高の減少に加え、その多くが前期以前に受注した低採算性物件であり、さらにその一
部の物件においてコストが増加いたしました。その他鋼材を中心とした材料価格の急激な高騰の影響も
受け、営業損失は2億89百万円、経常損失は4億14百万円となりました。また当社が第１号投資案件とし
て、連結子会社が単独で匿名組合出資する匿名組合を通じて保有する(株)ディーワンダーランド（以下
「ＤＷ」とする）株式について8億12百万円の減損処理を実施したため、第2四半期純損失は12億43百万
円となりました。  
  なお、ＤＷの連結子会社である㈱大黒屋の業績は順調に推移しており、ＤＷは平成20年8月22日に、
平成20年9月期の連結業績予想の上方修正を行いました。また、ＤＷは㈱大黒屋の売却方針の開示を行
っており、今後の動向を注視してまいります。  

  

   ① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1億33百万円減少し127
億74百万円（前連結会計年度末比1.0％減）となりました。この主な要因は、流動資産が3億10百万
円、有形固定資産が84百万円増加した一方で、匿名組合出資金に対し8億12百万円の減損処理を実
施したこと等により、投資その他の資産が5億27百万円減少したことによるものであります。負債
については、前連結会計年度末に比べ11億9百万円増加し104億75百万円（前連結会計年度末比
11.9％増）となりました。この主な要因は、流動負債の短期借入金が7億円、未成工事受入金が6億
45百万円増加したこと等によるものであります。純資産については、前連結会計年度末に比べ12億
43百万円減少し22億98百万円（前連結会計年度末比35.1％減）となりました。この主な要因は、12
億43百万円の四半期純損失を計上したことによるものであります。この結果自己資本比率は、前連
結会計年度の26.9％から9.4％減少し17.5％となりました。  

   ② キャッシュ・フローの状況  

 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前
連結会計年度末と比べ2億52百万円増加し17億56百万円となりました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。  
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
 営業活動の結果増加した資金は7百万円となりました。この主な要因は、売上債権の減少により
資金が13億48百万円増加したものの、未成工事支出金等の増加4億26百万円、前渡金の増加4億42百
万円及び仕入債務の減少1億29百万円等による資金の減少があったことによるものであります。  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 投資活動の結果減少した資金は4億46万円となりました。この主な要因は、固定資産の取得によ
る支出1億7百万円、匿名組合出資金の払込による支出3億46百万円によるものであります。  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 財務活動の結果増加した資金は6億91百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が7億円
増加したことによるものであります。  
  

 橋梁業界における受注環境は依然厳しい状況が続きますが、当社は総合評価方式による入札に対応す
るため、技術提案力、積算力、情報収集力及びコスト競争力を強化し必要受注量の確保に向け様々な取
り組みを行っております。  
 また鋼材を中心とした材料価格の急激な高騰に対しては国土交通省が「単品スライド条項」の適用を

【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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決定する等、一定の状況の改善も図られております。  
 当第2四半期末における受注残は約138億円（前期末比27%増）と潤沢であり、第3四半期以降は前期以
前に受注した低採算工事の生産が山を越えることから収益性が回復するものと見込んでおります。しか
しながら鋼材の供給逼迫や納期の遅れはしばらく続くことが予想されておりその影響は避けられません
が、鋼材メーカーとの納入交渉を継続することで生産への影響を極力小さくするよう努めてまいりま
す。平成21年3月期の連結業績予想については、平成20年11月6日に公表いたしました連結業績予想の内
容と変更ありません。  

    

 該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

 固定資産の減価償却費の算定方法に関しては、予算制度に基づく年間償却予定額を期間按分する
方法によっております。 

  
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。  

  
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

    該当事項はありません。 
  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。 

  
   ③リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年
３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委
員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第1四半期
連結会計期間から早期適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リー
ス資産として計上しております。  
 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、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。  
 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おります。  
 これによる損益に与える影響はありません。  

  
④有形固定資産の耐用年数の変更について 

減価償却資産の耐用年数等に関する平成２０年度法人税法の改正を契機として、当連結会計年度
より、当社の機械装置については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しております。
 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

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 1,756 1,503 

受取手形・完成工事未収入金等 3,026 3,869 

未成工事支出金 387 2 

原材料及び貯蔵品 10 12 

前渡金 594 152 

その他 55 120 

貸倒引当金 △0 △141 

流動資産合計 5,830 5,520 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,666 3,645 

減価償却累計額 △2,673 △2,639 

建物及び構築物（純額） 992 1,006 

機械装置及び運搬具 3,187 3,190 

減価償却累計額 △2,859 △2,918 

機械装置及び運搬具（純額） 327 272 

工具、器具及び備品 233 232 

減価償却累計額 △211 △209 

工具、器具及び備品（純額） 22 22 

土地 4,301 4,301 

建設仮勘定 43 － 

有形固定資産合計 5,686 5,602 

無形固定資産 

施設利用権 0 0 

無形固定資産合計 0 0 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,245 1,763 

その他 152 21 

貸倒引当金 △140 － 

投資その他の資産合計 1,256 1,784 

固定資産合計 6,944 7,387 

資産合計 12,774 12,907 
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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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 1,045 1,177 

短期借入金 3,300 2,600 

1年内返済予定の長期借入金 3,250 3,259 

未成工事受入金 1,507 861 

賞与引当金 55 52 

工事損失引当金 125 95 

訴訟損失引当金 263 257 

その他 162 281 

流動負債合計 9,709 8,584 

固定負債 

退職給付引当金 761 773 

その他 4 8 

固定負債合計 766 781 

負債合計 10,475 9,366 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,736 3,736 

資本剰余金 － 1,967 

利益剰余金 △1,490 △2,214 

自己株式 △12 △12 

株主資本合計 2,233 3,476 

新株予約権 65 65 

純資産合計 2,298 3,541 

負債純資産合計 12,774 12,907 
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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 3,163 

売上原価 3,159 

売上総利益 4 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 19 

従業員給料手当 105 

退職給付費用 12 

法定福利費 14 

福利厚生費 2 

修繕維持費 5 

事務用品費 15 

通信交通費 17 

調査研究費 5 

交際費 5 

地代家賃 5 

租税公課 13 

保険料 2 

支払手数料 48 

雑費 20 

販売費及び一般管理費合計 293 

営業損失（△） △289 

営業外収益 

受取利息及び配当金 2 

その他 1 

営業外収益合計 4 

営業外費用 

支払利息 58 

匿名組合投資損失 52 

その他 18 

営業外費用合計 129 

経常損失（△） △414 

特別利益 

その他 0 

特別利益合計 0 

特別損失 

固定資産除却損 6 

投資有価証券評価損 812 

その他 6 

特別損失合計 824 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,237 

法人税、住民税及び事業税 5 

法人税等合計 5 

四半期純損失（△） △1,243 
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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（△） △1,237 

減価償却費 61 

投資有価証券評価損益（△は益） 812 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 30 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 6 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 

支払利息 58 

固定資産除売却損益（△は益） 6 

匿名組合投資損益（△は益） 52 

売上債権の増減額（△は増加） 1,348 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △426 

前渡金の増減額（△は増加） △442 

仕入債務の増減額（△は減少） △129 

未払消費税等の増減額（△は減少） △106 

その他 52 

小計 76 

利息の支払額 △59 

法人税等の支払額 △11 

その他の収入 2 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

固定資産の取得による支出 △107 

固定資産の除却による支出 △1 

匿名組合出資金の払込による支出 △346 

その他 8 

投資活動によるキャッシュ・フロー △446 

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） 700 

長期借入金の返済による支出 △8 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 691 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 252 

現金及び現金同等物の期首残高 1,503 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,756 
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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。 

  

【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(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)      

当社グループは、鋼構造物（橋梁およびその他の鉄構物）の設計、製作、組立、据付、販売なら
びに投資事業を主な事業としておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占
める鋼構造物のセグメントの割合が、いずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の
記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】  

  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)      

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 
  

【海外売上高】  

  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)     

海外売上高はないため、該当事項はありません。 
  

（単位：百万円未満切捨）

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 3,736 1,967 △ 2,214 △ 12 3,476

当第２四半期連結会計期間末までの変動額

 欠損てん補 △ 1,967 1,967

 四半期純損失 △ 1,243 △ 1,243

 自己株式の取得 0 0

当第２四半期連結会計期間末までの変動額合計 ― △ 1,967 723 0 △ 1,243

当第２四半期連結会計期間末残高 3,736 ― △ 1,490 △ 12 2,233
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前年同四半期に係る財務諸表等 

  

 
  

「参考」

（１）中間連結損益計算書

         （単位：百万円未満切捨）

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）

金  額 百分比

%

Ⅰ完成工事高 3,665 100.0

Ⅱ完成工事原価 3,505 95.6

完成工事総利益 160 4.4

Ⅲ販売費及び一般管理費 315 8.6

営業損失（△） △ 154 △4.2

Ⅳ営業外収益 6 0.1

Ⅴ営業外費用 136 3.7

経常損失（△） △ 284 △7.8

Ⅵ特別利益 - -

Ⅶ特別損失 1,914 52.2

税金等調整前中間純損失(△) △ 2,199 △60.0

法人税、住民税及び事業税 5 0.1

中間純損失(△) △ 2,205 △60.1
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

（単位：百万円未満切捨）

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）

金  額

Ⅰ 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(△) △ 2,199

     減価償却費 58

     投資有価証券評価損 1,908

     損失引当金の減少額 △ 466

     退職給付引当金の減少額 △ 0

     賞与引当金の減少額 △ 0

     貸倒引当金の増加額 38

     支払利息 46

     固定資産売除却損益 6

     投資損失 80

     売上債権等の増加額(△) △ 444

     未成工事支出金等の減少額 432

     前渡金の増加額 △ 276

     仕入債務の増加額 36

     未払消費税等の増加額 84

     その他 113

     小  計 △ 583

     利息の支払額 △ 49

     法人税等の支払額 △ 27

     その他 1

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 659

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

     固定資産の取得による支出 △ 73

     固定資産の除却による支出 △ 0

     投資有価証券の取得による支出 △ 155

     その他 0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 229

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

     短期借入金純増加額 700

     株式の発行による収入 500

     その他 △ 0

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,199

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 310

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,635

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,946
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6．その他の情報 

  売上高、受注高及び受注残高 

売上高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期

(平成20年3月期第２四半期) (平成21年3月期第２四半期) （平成20年3月期）

金額 金額 金額

 鋼構造物 3,648 3,146 8,735

 その他 17 17 32

 合  計 3,665 3,163 8,767

受注高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期

(平成20年3月期第２四半期) (平成21年3月期第２四半期) （平成20年3月期）

金額 金額 金額

 鋼構造物 5,383 6,102 12,543

 その他 17 17 32

 合  計 5,400 6,120 12,575

受注残高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期末

(平成20年3月期第２四半期末) (平成21年3月期第２四半期末) （平成20年3月期末）

金額 金額 金額

 鋼構造物 8,809 13,839 10,883

 その他 － － －

 合  計 8,809 13,839 10,883

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

㈱サクラダ（5917）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

－11－




