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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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6月期第3四半期 32,839 ― 3,875 ― 4,186 ― 535 ―
20年6月期第3四半期 31,820 10.1 2,918 74.9 3,216 61.3 2,710 32.6

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6月期第3四半期 18.93 ―
20年6月期第3四半期 97.20 ―

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6月期第3四半期 57,044 40,012 70.1 1,434.17
20年6月期 55,975 41,885 74.8 1,469.68

（参考） 自己資本   21年6月期第3四半期  40,012百万円 20年6月期  41,885百万円

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6月期 ― 12.50 ― 17.50 30.00
21年6月期 ― 12.50 ―
21年6月期 

（予想）
17.50 30.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30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  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 43,000 3.8 3,700 26.7 4,100 21.7 250 △91.1 8.84
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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、４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、４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．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）を適用しています。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います。 
２．上記の業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた当社の判断によるものです。実際の業績は様々な要素に 
  より上記記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。なお、業績予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照 
  ください。 

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6月期第3四半期 29,102,590株 20年6月期  29,102,590株
② 期末自己株式数 21年6月期第3四半期  1,203,134株 20年6月期  602,659株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第3四半期 28,269,767株 20年6月期第3四半期 27,888,280株
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当第３四半期（平成20年７月１日～平成21年３月31日）については、公共建設投資の縮減や受注競争の

一層の激化により、受注高は、前年同期比1.9%減の36,194百万円となりました。売上高は、前期からの繰

越工事高が多かったことにより前年同期比3.2%増の32,839百万円となりました。損益については、売上高

の増加や工事の生産性向上及び効率化により営業利益は3,875百万円（前年同期比957百万円増）、経常利

益は4,186百万円（同969百万円増）となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損を特別損失に計

上したため535百万円（前年同期比2,175百万円減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントにおける受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。 

  

 
  

  

当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,069百万円増加し57,044百万円となりまし

た。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等及び繰延税金資産の増加と有価証券・投資有価証券の減

少によるものです。負債は、2,942百万円増加し17,031百万円となりました。主な要因は、支払手形・工

事未払金等及び未払法人税等並びに未成工事受入金の増加によるものです。 

 純資産は、1,873百万円減少し40,012百万円となりました。主な要因は、利益剰余金（剰余金の分配）

及び自己株式（自己株式の取得）の減少によるものです。 

  

  

【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

受注実績 （単位：百万円）

区 分
20年６月期 
第３四半期

21年６月期
第３四半期

土木建築工事業 31,876 31,745

製品製造販売業 5,005 4,449

合 計 36,882 36,194

売上実績
（単位：百万円）

区 分
20年６月期 
第３四半期

21年６月期
第３四半期

土木建築工事業 26,814 28,389

製品製造販売業 5,005 4,449

合 計 31,820 32,839

受注残高 （単位：百万円）

区 分
20年６月期 
第３四半期

21年６月期
第３四半期

土木建築工事業 19,193 20,526

製品製造販売業 ─ ─

合 計 19,193 20,526

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(通期の連結業績予想数値の修正） 

 
  

通期の業績については、売上高は前回予想通りですが、利益面で工事採算が改善したことにより営業利

益、経常利益及び当期純利益は前回予想を上回る見込みです。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

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 
する方法等によっています。 
繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営状況等、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います。 
  

② 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)を適用しています。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います。 
  

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産（未成工事支出金除く）については、従来、先入先出法によ 
る原価法によっていましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 
18年７月５日 企業会計基準委員会）を第１四半期連結会計期間から適用し、先入先出法による原 
価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しています。 
この変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益 
（百万円）

１株当たり
当期純利益 
（円）

前回発表予想（Ａ） 43,000 3,250 3,700 200 7.05

今回修正予想（Ｂ） 43,000 3,700 4,100 250 8.84

増減額（Ｂ－Ａ） ─ 450 400 50 1.79

増 減 率（％） ─ 13.8 10.8 25.0 25.4

（ご参考）前期実績 
（平成20年６月期）

41,416 2,920 3,368 2,796 99.90

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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③ 重要なリース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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いましたが、「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 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準委員会）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 最終改正平成19年３月30日 
企業会計基準委員会）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・ 
リースについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しています。 
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、残存価額を零とする定額法 

によっています。 
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います。 
この変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響はありません。 
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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21年３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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,286 6,533

受取手形・完成工事未収入金等 13,732 6,833

有価証券 6,879 11,896

未成工事支出金 4,200 4,374

その他のたな卸資産 633 653

繰延税金資産 247 224

その他 449 933

貸倒引当金 △158 △64

流動資産合計 32,271 31,385

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,935 3,035

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 244 285

土地 7,508 7,508

建設仮勘定 11 －

有形固定資産計 10,700 10,829

無形固定資産 69 65

投資その他の資産   

投資有価証券 8,213 9,529

繰延税金資産 2,850 1,187

再評価に係る繰延税金資産 1,200 1,200

その他 2,030 1,998

貸倒引当金 △290 △221

投資その他の資産計 14,003 13,694

固定資産合計 24,772 24,590

資産合計 57,044 55,975
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 9,285 8,292

未払法人税等 1,937 933

未成工事受入金 3,107 2,309

引当金 410 104

その他 1,100 1,343

流動負債合計 15,842 12,983

固定負債   

退職給付引当金 907 827

役員退職慰労引当金 19 266

その他 262 12

固定負債合計 1,189 1,106

負債合計 17,031 14,089

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 2,921 3,238

自己株式 △1,932 △775

株主資本合計 42,001 43,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △218 175

土地再評価差額金 △1,748 △1,748

為替換算調整勘定 △22 △16

評価・換算差額等合計 △1,989 △1,589

純資産合計 40,012 41,885

負債純資産合計 57,044 55,975
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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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 32,839

売上原価 25,036

売上総利益 7,802

販売費及び一般管理費 3,927

営業利益 3,875

営業外収益  

受取利息 173

受取配当金 25

その他 131

営業外収益合計 331

営業外費用  

支払手数料 10

その他 10

営業外費用合計 21

経常利益 4,186

特別利益  

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計 0

特別損失  

投資有価証券評価損 3,158

その他 24

特別損失合計 3,183

税金等調整前四半期純利益 1,003

法人税、住民税及び事業税 1,884

法人税等調整額 △1,415

法人税等合計 468

四半期純利益 535
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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７月１日 
 至 平成21年３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利益 1,003

減価償却費 245

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 7

投資有価証券評価損益（△は益） 3,158

有価証券売却損益（△は益） △26

貸倒引当金の増減額（△は減少） 163

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40

賞与引当金の増減額（△は減少） 378

退職給付引当金の増減額（△は減少） △166

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △14

工事損失引当金の増減額（△は減少） △17

受取利息及び受取配当金 △199

売上債権の増減額（△は増加） △6,899

未成工事支出金の増減額（△は増加） 173

たな卸資産の増減額（△は増加） 19

その他の資産の増減額（△は増加） △61

仕入債務の増減額（△は減少） 986

未成工事受入金の増減額（△は減少） 798

その他の負債の増減額（△は減少） △49

その他 △54

小計 △596

利息及び配当金の受取額 203

法人税等の支払額 △877

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 500

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,919

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

3,852

有形固定資産の取得による支出 △69

有形固定資産の売却による収入 0

貸付けによる支出 △13

貸付金の回収による収入 11

その他 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,345

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △831

自己株式の取得による支出 △1,156

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,988

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,916

現金及び現金同等物の期首残高 12,497

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,581
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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)を適用しています。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います。 

  

該当事項はありません。 

  

  
当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年3月31日) 

 
(注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各区分に属する主要な事業の内容 

土木建築工事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

製品製造販売業：製品等の製造及びその販売に関する事業 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年3月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しています。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年3月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

土木建築 
工事業 
(百万円)

製品製造
販売業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

28,389 4,449 32,839 ― 32,839

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,774 1,774 (1,774) ―

計 28,389 6,224 34,614 (1,774) 32,839

営業利益 2,847 986 3,833 41 3,875

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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