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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,732 ― △57 ― 8 ― △328 ―
20年3月期第3四半期 10,638 91.8 △799 ― △663 ― △816 ―

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3四半期 △14.90 ―
20年3月期第3四半期 △37.01 ―

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3四半期 26,567 14,800 55.7 670.98
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3四半期  14,800百万円 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 △40 ― 35 ― △630 ― △28.55

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21年１月30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3四半期  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3四半期  317,731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3四半期  22,059,649株 20年3月期第3四半期  22,064,137株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、夏場以降、海外経済の減速と金融危機の影響を受けて激変し、

大幅に悪化しております。 

当業界におきましては、橋梁事業は第２四半期の後半以降第３四半期にかけて、一定の発注量はありましたが、前

年同期の水準には届かなかったと思われます。価格面では、総合評価落札方式の拡充などにより低価格競争には歯止

めが掛かってまいりましたが、引き続き厳しい受注競争が続いております。一方、鉄骨事業は、企業収益の急激な悪

化から設備投資は減少し、その結果、予定工事の延期・凍結・白紙撤回等が相次ぎ、鉄骨需要は急激に縮小しており

ます。そのため、少ない工事に業者が集中し厳しい価格競争が展開されております。 

このような状況の中で、当社グループは５月に策定した「再生中期経営計画」の目標達成に向け、全社一丸となっ

て取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は10,732百万円と前年同四半期並みとなりました。営業利益の黒字確保はなりませんでしたが、

製造部門・工事部門ともに採算性が改善したことで、営業損失は57百万円（前年同四半期は799百万円の営業損失）

と大幅に赤字幅は縮小し、受取利息・受取配当金等により経常利益は８百万円（前年同四半期は663百万円の経常損

失）とわずかながら黒字転換いたしました。しかしながら、過去の談合事件に係る損害賠償金と、世界的な金融資本

市場の低迷による保有有価証券の評価損を特別損失に計上したため、保有有価証券の売却益はありましたが、四半期

純損失は328百万円（前年同四半期は816百万円の四半期純損失）となりました。 

    

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、26,567百万円で前連結会計年度末比576百万円の減少となりました。そ

の主な要因は、未成工事支出金と受取手形・完成工事未収入金の増加、現金預金と投資有価証券の減少によるもので

あります。 

負債は11,766百万円となり、前連結会計年度末比172百万円の増加となりました。その主な要因は、工事損失引当

金と未成工事受入金の減少、短期借入金と支払手形・工事未払金の増加によるものであります。 

なお、純資産は14,800百万円となり、自己資本比率は55.7％と、前連結会計年度末と比較し、やや低下となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は897百万円となり、前連結会計年度末と比較し

1,509百万円の減少となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

営業活動の結果使用した資金は3,175百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、工事

損失引当金の減少、未成工事支出金等の増加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] 

投資活動の結果得た資金は652百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が、投資有価証

券の取得と有形固定資産の取得による支出を上回ったためであります。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動の結果得た資金は1,013百万円となりました。これは主に、短期借入金の借入によるものであります。 

   

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 

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成21年１月30日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

   



 該当事項はありません。  

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う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）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 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年以上かつ請負金額５億円以上で、工事進捗率20

％以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年３月31日以前に開始する連結会

計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

については工事完成基準を適用しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は218,286千円増加、営業損失は12,310千円減少、経常利

益は12,310千円増加、税金等調整前四半期純損失は12,310千円減少しております。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「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（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

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を採用しております。 

  なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  これ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 

（４）損害賠償の請求について 

当社は、過去の独占禁止法違反事件に関して平成20年５月に国土交通省三地方整備局より、また６月に旧日本

道路公団から事業継承した東日本高速道路株式会社他３社より損害賠償請求を受けておりましたが、入札参加資

格の確保等、業績に与える各種影響を慎重かつ充分に検討した結果、損害賠償請求に応じることとし、当第３四

半期において損害賠償金額を特別損失として計上いたしました。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 997,411 2,506,867

受取手形・完成工事未収入金 6,014,373 5,086,670

未成工事支出金 4,836,858 3,268,977

材料貯蔵品 1,628 3,934

その他 395,996 261,753

貸倒引当金 △23,852 △11,030

流動資産合計 12,222,416 11,117,171

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,319,688 4,323,509

減価償却累計額 △2,782,768 △2,754,563

建物・構築物（純額） 1,536,920 1,568,946

機械・運搬具 3,415,930 3,445,048

減価償却累計額 △2,826,290 △2,763,946

機械・運搬具（純額） 589,640 681,102

土地 5,641,056 5,641,056

その他 916,526 937,710

減価償却累計額 △830,855 △827,995

その他（純額） 85,670 109,714

有形固定資産計 7,853,287 8,000,819

無形固定資産   

ソフトウエア 26,026 19,772

ソフトウエア仮勘定 81,880 72,851

その他 9,186 8,578

無形固定資産計 117,092 101,203

投資その他の資産   

投資有価証券 5,410,900 6,690,286

長期貸付金 139,075 143,753

その他 918,409 1,190,253

貸倒引当金 △94,000 △99,380

投資その他の資産計 6,374,386 7,924,912

固定資産合計 14,344,766 16,026,935

資産合計 26,567,182 27,144,107



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,816,022 2,785,448

短期借入金 2,879,342 1,779,805

未払法人税等 25,180 30,817

未成工事受入金 2,661,035 3,459,950

賞与引当金 52,848 144,300

工事損失引当金 1,408,545 2,539,760

その他 488,960 322,698

流動負債合計 11,331,934 11,062,779

固定負債   

長期未払金 123,116 123,116

退職給付引当金 311,559 407,851

固定負債合計 434,676 530,967

負債合計 11,766,610 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 5,741,499 6,159,442

自己株式 △138,700 △138,968

株主資本合計 15,390,217 15,808,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △589,646 △257,646

評価・換算差額等合計 △589,646 △257,646

純資産合計 14,800,571 15,550,359

負債純資産合計 26,567,182 27,144,107



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

完成工事高 10,732,447

売上高合計 10,732,447

売上原価  

完成工事原価 9,931,321

売上原価合計 9,931,321

売上総利益  

完成工事総利益 801,125

売上総利益合計 801,125

販売費及び一般管理費  

役員報酬 133,164

従業員給料手当 316,720

賞与引当金繰入額 13,706

退職給付引当金繰入額 14,310

通信交通費 56,384

貸倒引当金繰入額 12,421

その他 311,505

販売費及び一般管理費合計 858,213

営業損失（△） △57,088

営業外収益  

受取利息 26,747

受取配当金 61,694

その他 46,987

営業外収益合計 135,430

営業外費用  

支払利息 19,168

固定資産除却損 14,360

子会社整理損 15,015

その他 21,473

営業外費用合計 70,017

経常利益 8,324

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 278,931

損害賠償金 240,000

特別損失合計 518,931

税金等調整前四半期純損失（△） △313,996

法人税、住民税及び事業税 14,764

法人税等合計 14,764

四半期純損失（△） △328,761



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △313,996

減価償却費 231,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,421

賞与引当金の増減額（△は減少） △91,452

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,131,214

退職給付引当金の増減額（△は減少） △96,291

固定資産除売却損益（△は益） 14,360

受取利息及び受取配当金 △88,442

支払利息 19,168

投資有価証券売却損益（△は益） △192,481

投資有価証券評価損益（△は益） 278,931

損害賠償損失 240,000

売上債権の増減額（△は増加） △927,702

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,565,575

仕入債務の増減額（△は減少） 1,120,317

未成工事受入金の増減額（△は減少） △798,914

その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,114

その他 132,964

小計 △3,105,853

利息及び配当金の受取額 92,625

利息の支払額 △19,168

損害賠償金の支払額 △112,184

法人税等の支払額 △31,169

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,175,749

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △100,000

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 △194,962

投資有価証券の売却による収入 1,055,898

有形固定資産の取得による支出 △185,825

無形固定資産の取得による支出 △22,793

その他 161

投資活動によるキャッシュ・フロー 652,478

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） 1,099,536

配当金の支払額 △84,936

自己株式の取得による支出 △1,200

自己株式の売却による収入 415

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,013,815

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） △1,509,455

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 897,411



 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。 

  

（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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高       10,638,118

Ⅱ 売上原価       10,569,656

売上総利益  68,462

Ⅲ 販売費及び一般管理費  868,334

営業損失  799,871

Ⅳ 営業外収益  177,540

Ⅴ 営業外費用  40,865

経常損失  663,196

Ⅵ 特別損失  138,919

税金等調整前四半期純損失  802,115

税金費用  14,622

四半期純損失  816,738



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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（△）   △802,115

減価償却費   220,064

減損損失  14,176

引当金の増加・減少（△）額  △877,732

受取利息及び受取配当金   △126,829

支払利息   12,095

受取手形・完成工事未収入金の減
少・増加（△）額  

 △98,842

未成工事支出金等の減少・増加
（△）額 

 1,354,724

支払手形・工事未払金の増加・減少
（△）額 

 △1,594,817

未成工事受入金の増加・減少（△）
額  

 451,552

その他   274,548

小計  △1,173,175

利息及び配当金の受取額   131,477

利息の支払額   △12,940

法人税等の支払額   △33,468

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,088,106

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有価証券の売却及び償還による収入   300,000

投資有価証券の取得による支出   △532,651

投資有価証券の売却及び償還による
収入  

 225,864

その他   △61,812

投資活動によるキャッシュ・フロー  △68,599

Ⅲ 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   △31,140

配当金の支払額   △110,327

その他   △1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー  △143,217

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額     － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少
（△）額 

 △1,299,923

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,906,728

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,606,804



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 7,185 67.5 5,873 54.7 9,983 65.8

鉄 骨 3,452 32.5 4,858 45.3 5,183 34.2

10,638 100.0 10,732 100.0 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 6,044 58.0 6,712 57.4 9,871 55.3

鉄 骨 4,380 42.0 4,977 42.6 7,985 44.7

10,425 100.0 11,690 100.0 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 15,299 73.5 17,166 69.6 16,328 68.9

鉄 骨 5,507 26.5 7,501 30.4 7,381 31.1

20,806 100.0 24,667 100.0 23,709 100.0

前連結会計年度

計

期  別 前年同四半期 当第３四半期連結累計期間

前年同四半期 当第３四半期連結累計期間 前連結会計年度

(19.4.1～19.12.31） (20.4.1～20.12.31） (19.4.1～20.3.31）

計

期  別 前年同四半期末 当第３四半期連結会計期間末

６．その他の情報

(平成19年12月31日現在） (平成20年12月31日現在） (平成20年3月31日現在）

前連結会計年度末

(19.4.1～19.12.31） (20.4.1～20.12.31） (19.4.1～20.3.31）

計

期  別 
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