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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 5,719 2.5 △216 ― △387 ― △1,697 ―

20年3月期第3四半期 5,582 53.3 △63 ― △252 ― △2,175 ―

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 △11.83 ―

20年3月期第3四半期 △18.23 ―

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 12,854 1,844 13.8 10.83
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3四半期  1,779百万円 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 81.7 90 ― △1,209 ― △8.43

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12月30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3四半期  164,447,238株 20年3月期  122,345,790株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  124,546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3四半期  143,465,446株 20年3月期第3四半期  119,364,325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。また当第3四半期に
おける発注も、前年同期をさらに下回る水準で推移したものと推定されます。  
 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3四半期連結累計期間（平成20年4
月～平成20年12月）におきまして、鉄道・運輸機構の第５千曲川橋りょうや、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た一方、千葉県の中川橋、愛知県の稲沢西春線
等、地方公共団体や民間企業からの中規模物件に対しても積極的に受注活動を行い、当社グループにお
ける鋼構造物受注高は72億63百万円、総体として72億86百万円となりました。  
 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、厚板を中心とする鋼材の供給に
依然としてタイトな状況が続いていることから生産に遅れが生じており、鋼構造物では56億96百万円、
総体では57億19百万円となりました。  
 損益面では、売上高は確保したものの依然として前期以前に受注した低採算性物件の影響が大きく、
また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2億16百万円、経常損失は3億87
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）株式について第2四半期に続き
当第3四半期においても3億22百万円の減損処理を追加実施したことに伴い、第3四半期累計期間におけ
る投資有価証券評価損は11億34百万円となりました。また国土交通省及び旧日本道路公団（以下「旧Ｊ
Ｈ」という）より鋼橋上部工工事の入札における談合行為に対して他社との連帯債務による損害賠償の
請求を受け、当該請求内容を精査し対応を慎重に検討してまいりました結果、当社受注案件に関係する
請求額の内、旧ＪＨに対しては既に引き当てておりました訴訟損失引当金より支払を行い、残る国土交
通省に対しても支払うことを決議いたしました。これにより損害賠償不足額（遅延利息を含む）1億36
百万円を追加計上し、訴訟関連損失は1億42百万円となったこと等により、第3四半期純損失は16億97百
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、またＤＷは㈱大黒屋の売却方針
の開示を行っていることから、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3四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53百万円減少し128億54
百万円（前連結会計年度末比0.4％減）となりました。この主な要因は、流動資産が7億61百万円、
有形固定資産が59百万円増加した一方で、匿名組合出資金に対し11億34百万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8億74百万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16億43百万円増加し110億9百万円（前連結会計年度末比17.5％
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18億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16億97百万円減少し18億44百万円（前連結
会計年度末比47.9％減）となりました。この主な要因は、16億97百万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13.1％減少し
13.8％となりました。  

   ② 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（以下「資金」という。）残高は、前
連結会計年度末と比べ2億9百万円減少し12億94百万円となりました。  
 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）  
 営業活動の結果減少した資金は15億52百万円となりました。この主な要因は、売上債権の減少に
より資金が3億45百万円増加したものの、未成工事支出金等の増加4億84百万円、前渡金の増加8億
76百万円及び損害賠償金の支払額2億47百万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4億48万円となりました。この主な要因は、固定資産の取得によ
る支出1億9百万円、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17億90百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が18億
円増加したこと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
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 平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年12月30日に公表いたしました「業績予想の
修正に関するお知らせ」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。  
 これによる財政状態及び損益に与える影響は軽微であります。 

  
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。  

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

(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 1,294 1,503

受取手形・完成工事未収入金等 3,462 3,869

未成工事支出金 439 2

原材料及び貯蔵品 15 12

前渡金 1,029 152

その他 41 120

貸倒引当金 △0 △141

流動資産合計 6,281 5,520

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,668 3,645

減価償却累計額 △2,690 △2,639

建物及び構築物（純額） 978 1,006

機械装置及び運搬具 3,187 3,190

減価償却累計額 △2,873 △2,918

機械装置及び運搬具（純額） 313 272

工具、器具及び備品 237 232

減価償却累計額 △212 △209

工具、器具及び備品（純額） 25 22

土地 4,301 4,301

建設仮勘定 43 －

有形固定資産合計 5,662 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 899 1,763

その他 151 21

貸倒引当金 △140 －

投資その他の資産合計 910 1,784

固定資産合計 6,572 7,387

資産合計 12,854 12,907
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（単位：百万円）

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・工事未払金等 1,213 1,177

短期借入金 4,400 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 940 861

賞与引当金 26 52

工事損失引当金 69 95

訴訟損失引当金 － 257

その他 331 281

流動負債合計 10,231 8,584

固定負債   

退職給付引当金 770 773

その他 7 8

固定負債合計 778 781

負債合計 11,009 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 △1,944 △2,214

自己株式 △12 △12

株主資本合計 1,779 3,476

新株予約権 65 65

純資産合計 1,844 3,541

負債純資産合計 12,854 12,907
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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 5,719

売上原価 5,496

売上総利益 223

販売費及び一般管理費  

役員報酬 29

従業員給料手当 160

退職給付費用 20

福利厚生費 5

法定福利費 19

修繕維持費 7

事務用品費 16

通信交通費 26

調査研究費 12

租税公課 20

保険料 2

支払手数料 73

交際費 7

地代家賃 7

雑費 30

販売費及び一般管理費合計 440

営業損失（△） △216

営業外収益  

受取利息及び配当金 3

その他 2

営業外収益合計 5

営業外費用  

支払利息 91

匿名組合投資損失 75

その他 8

営業外費用合計 176

経常損失（△） △387

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 1,134

訴訟関連損失 142

その他 18

特別損失合計 1,301

税金等調整前四半期純損失（△） △1,688

法人税、住民税及び事業税 8

法人税等合計 8

四半期純損失（△） △1,697
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,555

売上原価 2,336

売上総利益 219

販売費及び一般管理費  

役員報酬 9

従業員給料手当 55

退職給付費用 8

福利厚生費 3

法定福利費 4

修繕維持費 2

事務用品費 1

通信交通費 8

調査研究費 6

租税公課 6

保険料 0

支払手数料 24

交際費 2

地代家賃 2

雑費 9

販売費及び一般管理費合計 146

営業利益 72

営業外収益  

受取利息及び配当金 0

その他 0

営業外収益合計 0

営業外費用  

支払利息 33

匿名組合投資損失 23

その他 △9

営業外費用合計 46

経常利益 26

特別損失  

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 322

訴訟関連損失 136

その他 18

特別損失合計 477

税金等調整前四半期純損失（△） △450

法人税、住民税及び事業税 2

法人税等合計 2

四半期純損失（△） △453
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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（△） △1,688

減価償却費 93

支払利息 91

売上債権の増減額（△は増加） 345

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △484

仕入債務の増減額（△は減少） 39

賞与引当金の増減額（△は減少） △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2

工事損失引当金の増減額（△は減少） △26

投資有価証券評価損益（△は益） 1,134

固定資産除売却損益（△は益） 6

匿名組合投資損益（△は益） 75

訴訟関連損失 142

前渡金の増減額（△は増加） △876

その他 △29

小計 △1,203

利息の支払額 △92

損害賠償金の支払額 △247

法人税等の支払額 △11

その他の収入 3

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,552

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 △109

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 △448

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） 1,800

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 1,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △209

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 1,294
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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)      

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)      

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)     

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３四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 △ 1,697 △ 1,697

 自己株式の取得 0 0

当第３四半期連結会計期間末までの変動額合計 ― △ 1,967 270 0 △ 1,697

当第３四半期連結会計期間末残高 3,736 ― △ 1,944 △ 12 1,779
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前年同四半期に係る財務諸表等 

  

 
  

「参考」

（１）(要約) 四半期連結損益計算書

         （単位：百万円未満切捨）

科   目

 前第３四半期連結累計期間

 （自 平成19年４月１日
   至 平成19年12月31日）

金  額 百分比

%

Ⅰ完成工事高 5,582 100.0

Ⅱ完成工事原価 5,204 93.2

完成工事総利益 378 6.8

Ⅲ販売費及び一般管理費 442 7.9

営業損失（△） △ 63 △1.1

Ⅳ営業外収益 8 0.1

Ⅴ営業外費用 197 3.5

経常損失（△） △ 252 △4.5

Ⅵ特別利益 0 0.0

Ⅶ特別損失 1,914 34.3

税金等調整前四半期純損失(△) △ 2,167 △38.8

法人税、住民税及び事業税 8 0.2

四半期純損失(△) △ 2,175 △39.0
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（２）(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

（単位：百万円未満切捨）

科  目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日)

金  額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

     税金等調整前四半期純損失(△) △ 2,167

     減価償却費 86

     投資有価証券評価損 1,908

     損失引当金の減少額 △ 689

     退職給付引当金の減少額 △ 11

     賞与引当金の減少額 △ 26

     貸倒引当金の増加額 38

     支払利息 75

     固定資産売除却損 6

     投資損失 106

     売上債権等の増加額(△) △ 994

     未成工事支出金等の減少額 366

     前渡金の増加額 △ 452

     仕入債務の減少額 △ 147

     未払消費税等の増加額 94

     その他 99

     小  計 △ 1,707

     利息の支払額 △ 81

     法人税等の支払額 △ 37

     その他 2

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,823

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 △ 82

     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 △ 181

     その他 0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 264

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 1,850

     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 2,349

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 261

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第３四半期末残高 1,896
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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３四半期) (平成21年3月期第３四半期) （平成20年3月期）

金額 金額 金額

 鋼構造物 5,558 5,696 8,735

 その他 24 23 32

 合  計 5,582 5,719 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３四半期) (平成21年3月期第３四半期) （平成20年3月期）

金額 金額 金額

 鋼構造物 8,858 7,263 12,543

 その他 23 23 32

 合  計 8,882 7,286 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３四半期末) (平成21年3月期第３四半期末) （平成20年3月期末）

金額 金額 金額

 鋼構造物 10,374 12,450 10,883

 その他 － － －

 合  計 10,374 12,450 10,883

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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