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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,387 ― △71 ― △67 ― △74 ―
20年3月期第3四半期 2,002 ― △117 ― △93 ― △181 ―

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 △21.75 ―
20年3月期第3四半期 △53.23 ―

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 3,187 1,304 40.9 381.77
20年3月期 3,106 1,385 44.6 405.32

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,304百万円 20年3月期  1,385百万円

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） ――― ――― ――― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 3,623 1.6 13 7.9 16 △55.1 9 ― 2.73

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]  

(2) 四半期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。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  3,420,000株 20年3月期  3,420,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,752株 20年3月期  1,739株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  3,418,254株 20年3月期第3四半期  3,418,922株

※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.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第３四半期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
融危機の実体経済への悪影響が輸出産業を中心に企業業績に広がり、企業収益が低下し雇用情勢も悪化、
消費も冷え込むなど、秋口以降景気の後退感が急速に強まる状況となりました。 
 建設業界におきましても、公共工事の引続きの減少や企業収益の悪化による設備投資意欲の減退など、
厳しい受注環境が続きました。 
このような状況の下、当社は営業展開を強化するとともにコスト低減に努め、引続き受注量の獲得と利

益の確保に取組んでまいりました。 
この結果、当第３四半期累計期間の業績は、地盤改良工事部門の受注が好調だったことから受注高は

2,723百万円、売上高は2,387百万円となりました。利益につきましては、完成工事高の絶対額不足から営
業損失71百万円、経常損失67百万円、四半期純損失74百万円となりました。 
なお、当社の主たる事業である建設業の特徴として、工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に偏ると

いう傾向があります。 
  

  

当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ81百万円増加し3,187百万円となり
ました。その主な要因としましては、完成工事未収入金が433百万円減少しましたが、現金及び預金が273
百万円増加したこと、また未成工事支出金が245百万円増加したことなど流動資産の増加によるもので
す。 
負債合計は、前事業年度末に比べ162百万円増加し1,882百万円となりました。その主な要因としまして

は、工事未払金が77百万円、賞与引当金が23百万円、長期借入金が14百万円減少しましたが、短期借入金
の増加や私募債の発行により有利子負債が111百万円増加したこと、また未成工事受入金が99百万円増加
したことなどによるものです。 
純資産合計は、前事業年度末に比べ80百万円減少し1,304百万円となりました。その主な要因としまし

ては、当第３四半期累計期間に四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が74百万円減少したこと、
株式市場の下落により投資有価証券の評価損が５百万円発生したことなどによるものです。 

当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動により得られた資金は171百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失66百万円、未
成工事支出金の増加245百万円、仕入債務の減少54百万円となったものの、売上債権の減少430百万円、未
成工事受入金の増加99百万円などによるものであります。 

投資活動により得られた資金は37百万円となりました。これは主に定期預金の払戻によるものでありま

す。 

財務活動により得られた資金は109百万円となりました。これは主に借入金の増加及び社債の発行によ
るものであります。 
これにより「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前事業年度末に比べ318百万円増加し、506百万

円となりました。 
  

  

平成21年３月期の通期業績予想につきましては、一部の大型工事の工期が大幅にずれ込み完成が翌事業
年度以降になるため、平成20年５月16日に公表しました通期業績予想を以下のとおり修正いたします。 
なお、詳細につきましては、別途本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
 （1）資産、負債、純資産の状況

 （2）キャッシュ・フローの状況

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
一株当たり
当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ） 3,901 68 64 34 9 95

今回修正予想（Ｂ） 3,623 13 16 9 2 73

増減額（Ｂ－Ａ） △278 △55 △48 △25 ―

増減率（％） △7.1 △80.9 △75.0 △73.5 ―

（ご参考） 

前期実績(平成20年３月期)
3,565 12 36 △65 △19 24
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①棚卸資産の評価方法 
当第３四半期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、前事業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定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。 
②固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、事業年度に係る減価償却費を

期間按分して算定する方法によっております。 
  

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
①当事業年度より「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
半期財務諸表等規則」に従い四半期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」(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)を当第１四半期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。
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 542,217 268,966 

受取手形 461,190 459,499 

完成工事未収入金 216,884 650,838 

売掛金 11,429 9,534 

未成工事支出金 411,477 165,691 

原材料及び貯蔵品 22,551 12,727 

前払費用 15,283 10,886 

繰延税金資産 5,140 19,046 

その他 19,574 9,082 

貸倒引当金 △13,234 △18,500 

流動資産合計 1,692,514 1,587,772 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 70,763 75,242 

構築物（純額） 1,152 1,408 

機械及び装置（純額） 59,064 68,080 

車両運搬具（純額） 1,833 2,310 

工具、器具及び備品（純額） 18,906 22,842 

土地 1,122,839 1,122,839 

有形固定資産合計 1,274,561 1,292,724 

無形固定資産   

特許権 － 62 

電話加入権 2,350 2,350 

無形固定資産合計 2,350 2,412 

投資その他の資産   

投資有価証券 19,971 26,315 

関係会社出資金 36,668 36,668 

破産更生債権等 26,650 27,221 

長期前払費用 1,306 1,472 

繰延税金資産 68,678 61,275 

敷金 17,605 17,313 

ゴルフ会員権 92,055 92,055 

その他 8,501 8,501 

貸倒引当金 △54,438 △47,484 

投資その他の資産合計 216,998 223,338 

固定資産合計 1,493,909 1,518,475 

繰延資産   

社債発行費 1,407 － 

繰延資産合計 1,407 － 

資産合計 3,187,832 3,106,248 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 821,178 796,359 

工事未払金 324,953 402,379 

買掛金 4,643 6,740 

短期借入金 110,000 70,000 

1年内償還予定の社債 49,000 29,000 

1年内返済予定の長期借入金 28,800 28,800 

未払金 54,368 49,116 

未払費用 601 3,630 

未払法人税等 1,766 3,456 

未払消費税等 10,414 10,533 

未成工事受入金 153,845 54,487 

賞与引当金 7,403 30,960 

完成工事補償引当金 3,900 3,500 

工事損失引当金 － 5,847 

その他 17,135 1,247 

流動負債合計 1,588,010 1,496,057 

固定負債   

社債 94,500 29,000 

長期借入金 12,800 27,200 

退職給付引当金 160,230 145,800 

役員退職慰労引当金 24,574 19,692 

受入保証金 2,730 3,005 

固定負債合計 294,835 224,697 

負債合計 1,882,845 1,720,754 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 209,200 209,200 

資本剰余金   

資本準備金 180,400 180,400 

資本剰余金合計 180,400 180,400 

利益剰余金   

利益準備金 24,050 24,050 

その他利益剰余金   

別途積立金 1,035,000 1,035,000 

繰越利益剰余金 △137,138 △62,806 

利益剰余金合計 921,911 996,243 

自己株式 △613 △609 

株主資本合計 1,310,897 1,385,234 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,910 259 

評価・換算差額等合計 △5,910 259 

純資産合計 1,304,986 1,385,493 

負債純資産合計 3,187,832 3,106,248 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 2,387,759

完成工事高 2,354,047

商品売上高 33,712

売上原価 2,046,260

完成工事原価 2,028,931

商品売上原価 17,328

売上総利益 341,499

完成工事総利益 325,115

商品売上総利益 16,383

販売費及び一般管理費 413,273

営業損失（△） △71,774

営業外収益  

受取利息 361

受取手数料 1,450

受取配当金 342

雑収入 5,225

営業外収益合計 7,380

営業外費用  

支払利息 1,857

手形売却損 890

雑支出 383

営業外費用合計 3,131

経常損失（△） △67,525

特別利益  

受取保険金 2,200

特別利益合計 2,200

特別損失  

災害による損失 900

特別損失合計 900

税引前四半期純損失（△） △66,225

法人税、住民税及び事業税 1,431

法人税等調整額 6,675

法人税等合計 8,107

四半期純損失（△） △74,332
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △66,225

減価償却費 26,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,688

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,430

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,556

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,882

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 400

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,847

受取利息及び受取配当金 △703

支払利息 1,857

売上債権の増減額（△は増加） 430,939

未成工事支出金の増減額（△は増加） △245,785

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,823

仕入債務の増減額（△は減少） △54,704

未払金の増減額（△は減少） 5,333

未払消費税等の増減額（△は減少） △119

未成工事受入金の増減額（△は減少） 99,358

その他 △3,320

小計 175,204

利息及び配当金の受取額 703

利息の支払額 △1,613

法人税等の支払額 △2,473

営業活動によるキャッシュ・フロー 171,820

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 △73,900

定期預金の払戻による収入 119,200

有形固定資産の取得による支出 △8,175

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,124

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） 40,000

長期借入金の返済による支出 △14,400

社債の発行による収入 98,590

社債の償還による支出 △14,500

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 109,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318,551

現金及び現金同等物の期首残高 188,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 506,917
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 （要約）四半期損益計算書 

 
  

  

「参考」

前第３四半期累計期間

（自 平成19年４月１日

科 目  至 平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,002,578

 完成工事高 1,974,052

 商品売上高 28,526

Ⅱ 売上原価 1,678,244

 完成工事原価 1,662,393

 商品売上原価 15,850

売上総利益 324,333

 完成工事総利益 311,658

 商品売上総利益 12,675

Ⅲ 販売費及び一般管理費 441,406

営業損失（△） △117,073

Ⅳ 営業外収益 28,435

Ⅴ 営業外費用 5,236

経常損失（△） △93,874

Ⅵ 特別利益 500

Ⅶ 特別損失 93,041

税引前四半期純損失（△） △186,415

法人税等 △4,417

四半期純損失（△） △181,997
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（単位：千円、％） 

 
  

（2）完成工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

（3）繰越工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

6.その他の情報

  受注高、完成工事高及び繰越工事高

（1）受注高

期 別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成19年４月１日  （自 平成20年４月１日  （自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日）   至 平成20年12月31日）   至 平成20年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 1,587,798 62.1 1,644,030 60.4 2,265,933 61.6

地盤改良工事 740,275 29.0 898,314 33.0 1,170,770 31.8

補修工事 221,901 8.7 169,638 6.2 235,816 6.4

その他工事 6,129 0.2 11,467 0.4 8,825 0.2

合計 2,556,105 100.0 2,723,450 100.0 3,681,345 100.0

期 別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成19年４月１日  （自 平成20年４月１日  （自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日）   至 平成20年12月31日）   至 平成20年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 1,106,305 56.0 1,069,597 45.4 2,204,933 62.6

地盤改良工事 641,175 32.5 1,120,244 47.6 1,038,370 29.5

補修工事 223,941 11.4 147,738 6.3 276,716 7.8

その他工事 2,629 0.1 16,467 0.7 3,825 0.1

合計 1,974,052 100.0 2,354,047 100.0 3,523,845 100.0

期 別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成19年４月１日  （自 平成20年４月１日  （自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日）   至 平成20年12月31日）   至 平成20年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 645,243 65.9 799,183 86.5 224,750 40.6

地盤改良工事 291,100 29.7 102,470 11.1 324,400 58.5

補修工事 38,860 4.0 21,900 2.4 － －

その他工事 3,500 0.4 － － 5,000 0.9

合計 978,703 100.0 923,553 100.0 554,150 100.0
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