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平成 21 年 ３ 月 27 日 

各    位 

 

会 社 名  株式会社ビーアールホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 藤田 公康 

（コード番号 1726  東証第 2 部） 

問合せ先  ＩＲ管理部長 天野 敏彦           

（TEL．082－261－2860） 

 

 

当社株式の上場時価総額及び事業の現状、今後の展開などについて 

 

当社は、事業の現状、今後の展開等について、下記のとおり株式会社東京証券取引所に対し、同

社有価証券上場規程第 601 条第１項第４号ａに定める書面を提出いたしましたので、お知らせいた

します。 

本書面の提出により、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 601 条第１項第４号ａに定め

る期間は９か月となり、平成 21 年９月 30 日までのいずれかの月において、月間平均上場時価総額

及び月末時価総額が６億円以上となった時は、同上場廃止基準には該当しないことになります。 

なお、平成 20 年 10 月 30 日付で東京証券取引所より平成 20 年 10 月から同年 12 月までの間、一

時的に時価総額基準の適用が停止される旨、また、平成 21 年１月 13 日付で時価総額基準が 10 億円

未満から６億円未満に平成 21 年 12 月まで一時的に変更される旨、公表されております。 

当社では、下記の今後の展開に記載した内容を推進して事業計画の改善を実現し、市場からの評

価を高め、時価総額を上場廃止基準以上へ回復し、今後とも上場を維持するよう努めてまいる所存

であります。 

 

（ご参考） 

  （1）当社株式平成 21 年３月 27 日現在の時価総額 

    ３月 27 日最終価格 65 円×３月 27 日現在上場株式数 8,620,000 株 

               ＝３月 27 日現在時価総額  560,300,000 円 

  （2）当社株式平成 21 年３月 27 日現在の平均時価総額  509,594,000 円        

 

記 

 

１．事業の現状 

当社グループの主力事業であります橋梁土木工事におきましては、市場の縮小、競争の激化等、

依然受注環境は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、落札価格の正常化が進み、一時の低価格化は改善されてまいりました。また、原油を始めとす

るエネルギー・食料品など原材料価格の高騰による企業収益の悪化が懸念されていましたが、原油

価格の低下により原材料価格も落ち着いてまいりました。 

しかし、依然として国・地方ともに財政状況は極めて厳しく、公共事業費は前年割れが続いてお

り、当第３四半期における発注量も前年同期を下回る水準で推移してまいりました。 

当社グループは、このような厳しい状況の中、高い技術力と品質を維持し、選別受注に努力した
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結果、第３四半期までの受注は、昨年同期を下回りましたが、第４四半期２月末時点では、昨年同

期２月末時点の受注額を 10％程度上回ることができました。 

なお、最近の受注状況といたしまして、技術提案力、施工体制等が評価されるＷＴＯ案件におい

て、中部地方整備局の１号静清昭府高架橋ＰＣ上部工事、近畿地方整備局の大和御所道路観音寺高

架橋ＰＣ上部工事等の大型工事を受注しております。 

売上高に関しましては、期首手持工事残高が比較的潤沢にあったことにより、第３四半期におい

て、対昨年同期 2,073 百万円増となりました。 

損益面に関しましては、平成 19 年 10 月よりグループの安定した企業経営を行うため、「利益の出

るコスト構造への変革、売上増に頼らない収益改善」に向けた、緊急施策および経営改善施策を実

施してまいりました。 

その結果、平成 21 年２月６日付の「平成 21 年３月期 第３四半期決算短信」にてお知らせしたと

おり、営業利益は対前年同期比 1,311 百万円増、経常利益は対前年同期比 1,207 百万円増、四半期

純利益は対前年同期比 1,012 百万円増となり業績が回復しつつあります。 

 

【参考資料】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） 

（百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

21 年３月期第３四半期 15,697 △93 △95 △304

20 年３月期第３四半期 13,624 △1,404 △1,302 △1,316

増減 2,073 1,311 1,207 1,012

 

当社グループにて実施してまいりました経営改善及び実施中の経営改善計画は、以下のような事

項であります。 

（１）収益改善の緊急施策 

（ⅰ）子会社の合併による構造改革 

◆ 子会社である極東工業株式会社と興和コンクリート株式会社の合併（平成20年４月１日）

により経営の効率化を図る。 

(ⅱ)固定費の削減   

   ◆ 人員の圧縮 

・重複する支店、営業所の管理部門の人員削減 

・支店、営業所の整理統合に伴う退職による人員削減 

・営業部門の見直しによる人員削減 

・この削減策により平成 20 年３月末までに 101 名の人員削減を実施済み 

   ◆ 人件費の最適化 

      ・上記人員削減による人件費の削減 

・役員報酬の追加削減 

＊社長 20％,取締役 14％（平成 17 年度から社長 10％,取締役 7％実施済） 

・部長職給与の削減および従業員賞与の抑制 

    ◆ 賃貸料の削減 

      ・重複支店、営業所の整理統合による削減 

    ◆ 徹底した経費削減 

      ・先行投資の抑制および徹底したムダの排除で経費を削減 

    ◆ 上記の削減策の実施により、販管費を 10.6 億円（対前年度比 35.1％）削減  
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(ⅲ)Ｂｒ.ＨＤ本社機構の見直し強化  

◆ グループの内部統制を強化するため、運営本部、ＩＲ管理本部を統合し管理本部を新設。 

◆ 営業戦略を強化するため、子会社営業部門を統括する営業本部を新設。 

◆ 施工体制のシナジー効果を追求するため、子会社技術部門、工場、機材・購買部門を統括

する技術本部を新設。 

 

２．今後の展開 

当社グループは、市場の縮小、競争の激化、入札方式の変更等、急激に変化した経営環境に対応

し、収益を確保できる企業体制を構築するため、経営改善計画に取り組んでまいりました。 

本年度をその経営改善計画実施のマイルストーンの初年度と位置づけ、全社一丸となって受注確

保、コスト削減に注力してまいりました。その結果、１．事業の現状に記載しましたように、初年

度の目標数値を達成できる見通しとなりました。 

 

【経営改善計画実施のマイルストーン】 

 

 

平成15.3期 平成16.3期 平成17.3期 平成18.3期 平成19.3期 平成20.3期 平成21.3期 平成22.3期 平成23.3期

 

 

また、「利益の出るコスト構造への変革、売上増に頼らない収益改善」に向けた、経営改善施策を

継続して実施していくことにより、安定した収益確保に全力を挙げる所存であります。 

  その具体策といたしまして、下記の諸施策を実行してまいります。 

 

（１）受注形態の変化に対応する体制強化 

当社グループの主力事業であります橋梁土木工事の入札方式は、技術提案や施工体制を重

視する総合評価方式が主流となり、従来の営業形態から提案型へと大きく変化してまいりま

した。当社はこの受注形態の変化にいち早く対応するため、プロジェクトマネジャーを中核

とする専門部署を設け、営業・設計・積算・工事部門が一体となった技術提案を行ない、受

注確保に取り組んでまいりました。今後は、この体制をさらに充実するため、下記の目標を

設定して受注の拡大に努めてまいります。 

（ⅰ）提案型営業の強化 

（ⅱ）技術力の更なる強化 

（ⅲ）品質・安全管理の徹底 

（ⅳ）グループとしての競争力の強化 

（ⅴ）人材の確保と育成 

（ⅵ）得意分野・営業エリアの強化 

12.5億 

経営改善計画 

第二次構造改善計画 

連結営業利益 
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（２）収益力の強化 

当社は、経営改善計画によりコスト削減に努めた結果、競争力が高まり今期の受注拡大に

繋がったものと考えられます。また、総合評価方式が定着したことにより受注価格は全般と

して改善傾向にあり、当社グループも積算体制を強化したことにより、低価格での受注を回

避してまいりました。これにより当社の収益力は高まりましたが、さらに収益力を高めるた

めに、下記の目標を設定して収益力の強化に努めてまいります。 

（ⅰ）本業収益力の強化 

（ⅱ）受注時の赤字の排除、利益重視の徹底 

（ⅲ）施工時の品質・安全トラブルの排除 

（ⅳ）現場管理の徹底と原価発生の適切な把握 

 

（３）経営の合理化 

今期は、当社の子会社でありました極東工業株式会社と興和コンクリート株式会社の合併

により、重複する営業所の見直し、人員の最適配置等によるコスト削減に取組み、事業の効

率化・収益化を実施した結果、合併会社である極東興和株式会社の収益は大幅に改善いたし

ました。 

今後は、グループ各社においてコスト削減を継続して実施するとともに、子会社等の事業

を統合して、事業の効率化・収益化を推進し、更に人件費を始めとするトータルコストの削

減を図ることで、当社グループ全体の収益力の強化を図ります。 

  （ⅰ）コスト削減の継続 

  （ⅱ）子会社の整理・統合 

  （ⅲ）取締役数及び人件費の削減 

 

（４）財務体質の健全化の継続 

経営改善計画の実施により、業績は回復してまいりましたが、有利子負債の圧縮は依然当

社の重要な経営課題であります。 

当社は有利子負債の圧縮を目的とし、グループ各社の連絡体制を強化し、契約時の工事請

負金の回収、工事代金の早期回収に努めた結果、平成 20 年２月末の有利子負債 6,494 百万円

から、平成21年２月末の4,257百万円となり差引き2,237百万円圧縮することができました。

今後も、工事代金の早期回収に努め、金利負担の軽減や資産のスリム化を進め、財務体質の

健全化に努めてまいります。 

（ⅰ）有利子負債削減の継続 

（ⅱ）資本の充実と資本効率の向上 

（ⅲ）保有資産の適切な売却 

 

（５）内部統制の強化 

当社は、適切な財務諸表の作成・開示の重要性の認識のもと、平成 19 年 1 月に内部統制プ

ロジェクトチームを組成し、外部の専門機関の指導のもと、平成 20 年９月までに、諸規程を

はじめ業務フローを見直し、内部統制の体制を構築いたしました。現在は、内部監査室によ

り監査等を実施し、運用状況の適切性の評価をおこなっております。 

今後も、内部統制を強化し財務諸表の適切な開示に取り組んでまいります。 

（ⅰ）実効ある内部統制システムの構築と運用 

（ⅱ）コーポレートガバナンスの強化 
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（６）経営目標（Ｂｒ.ＨＤ連結業績目標） 

（単位；百万円） 

平成 21 年度 

(H20.4～H21.3) 

 平成 20 年度 

(H19.4～H20.3) 

（実績） （計画） （見通し）

平成 22 年度 

(H21.4～H22.3) 

（予定） 

平成 23 年度 

(H22.4～H23.3) 

（予定） 

受注高 25,412 26,000 26,000 26,500 26,500

売上高 22,210 26,000 26,000 26,500 26,500

営業利益 ▲1,972 250 250 500 600

経常利益 ▲1,907 250 250 400 500

当期純利益 ▲1,882 150 150 300 400

 

【ご参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要な疑義の解消の見込み 

当社は、継続的に営業損失及び営業キャッシュフローのマイナスを計上している状況から、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。当社といたしましては、経営改善の実施

により今期の業績が目標達成できる見通しであり、今後も経営の合理化、財務体質の強化等の諸

施策を推進し企業収益の強化に努め、当該疑義の早期解消に努めてまいります。 

 

４．上場維持について 

当社は、上記２.今後の展開に記載いたしました事業計画を推進し、業績の改善を図り、株主、

投資家の皆様のご理解を頂き、企業価値を高めて行くことで評価を高め、今後とも株式会社東京

証券取引所上場維持に努めたいと考えております。 

以  上 

【受注高】

19 ,940

14 ,405

16 ,508

18 ,4 52
19 ,733

25 ,700 26 ,0 00

0

5 ,000

10 ,000

15 ,000

20 ,000

25 ,000

30 ,000

35 ,000

平成15.3期 平成16.3期 平成17.3期 平成18.3期 平成19.3期 平成20.3期 平成21.3期

（百万円）

東日本コンクリート

繰越工事高 （計画）

【販管費】

2 ,930

2 ,72 4

2 ,3 70

2 ,963

2 ,617

3 ,022

1 ,960

1 ,000

1 ,500

2 ,000

2 ,500

3 ,000

3 ,500

平成15.3期 平成16.3期 平成17.3期 平成18.3期 平成19.3期 平成20.3期 平成21.3期

（計画）

（百万円）

東日本の子会社化興和の子会社化

【経常利益】

1 ,177

588

79
250

-1 ,8 50

-1 ,0 68

-552

-2 ,0 00

-1 ,5 00

-1 ,0 00

-500

0

500

1 ,0 00

1 ,5 00

平成15.3期 平成16.3期 平成17.3期 平成18.3期 平成19.3期 平成20.3期 平成21.3期

（計画）

（百万円）

【売上高】

22 ,5 91

18 ,9 61

14 ,017

20 ,120 19 ,543

22 ,000

26 ,000

0

5 ,0 00

10 ,000

15 ,000

20 ,000

25 ,000

30 ,000

35 ,000

平成15.3期 平成16.3期 平成17.3期 平成18.3期 平成19.3期 平成20.3期 平成21.3期

（百万円）

興和の子会社化
東日本の子会社化

（計画）


