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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

※ 平成21年３月期第1四半期は連結業績を発表しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績発表としております。そのため、前年同四半期につ
いては記載しておりません。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 6,336 ― 221 ― 249 ― 245 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 11.11 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 27,082 15,360 56.7 696.39
21年3月期 29,079 14,630 50.3 663.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,360百万円 21年3月期  14,630百万円

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

21年3月期 ― 1.50 ― 1.50 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
1.50 ― 1.50 3.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

11,000 ― 130 ― 150 ― 140 ― 6.34

通期 21,000 20.6 100 2.9 200 26.7 180 ― 8.15



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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 22,375,865株 21年3月期  22,375,865株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  318,411株 21年3月期  316,769株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 22,058,223株 21年3月期第1四半期 22,061,267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．平成21年５月15日に公表いたしました業績予想は第2四半期累計期間を本資料において修正しております。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．平成21年３月期までは連結業績等を開示しておりましたが、子会社高田エンジニアリング株式会社は平成21年３月31日に解散し、６月30日に清算結了
いたしました。このため、当第１四半期より非連結による業績等の開示へ変更しております。 



当第１四半期におけるわが国経済は、輸出の下げ止まりや在庫調整の進展、政府の経済対策の効果などにより、

景気の急激な悪化には歯止めがかかったものの、先行きは不透明なまま推移いたしました。 

当業界におきましては、橋梁事業は景気対策としての公共事業の増加や前倒し需要が期待されましたが、引き続

き発注量は低迷し、価格面でも競争激化により厳しい状況が続きました。鉄構事業でも実体経済の悪化を受け、需

要は急激に縮小し、かつて経験したことのない厳しい経営環境で推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は昨年５月に策定した「再生中期経営計画」２年目の目標達成に向け、会社の総

力を挙げて経営の建て直しに注力いたしました。 

この結果、第４四半期に完成工事が集中する業種の特性はありますが、前事業年度に「工事契約に関する会計基

準」「工事契約に関する会計基準の適用指針」を早期適用したこともあり、売上高は6,336百万円（前年同四半期比

121.6％増）と大幅に増加いたしました。損益面でも、前事業年度後半から生産性が向上しており、営業利益221百

万円、経常利益249百万円、四半期純利益245百万円を計上することができました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、27,082百万円で前事業年度末比1,997百万円の減少となりました。その主な

要因は未成工事支出金の減少によるものであります。負債は、前事業年度末比2,728百万円減少し、11,721百万円と

なりました。主な要因は短期借入金と工事損失引当金の減少によるものであります。純資産は利益剰余金とその他

有価証券評価差額金の増加により、前事業年度末比730百万円増加し、15,360百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,167百万円となり、前事業年度末と比較し380百

万円の減少となりました。 

当第１四半期における各キャッシュ・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] 

営業活動の結果得た資金は1,275百万円となりました。これは主に、未成工事支出金と工事損失引当金の減少によ

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83百万円となりました。これは主に、子会社清算による収入と短期貸付金の回収によ

るものであります。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動の結果使用した資金は1,739百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済と配当金の支払いによ

るものであります。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間のみ修正を行い、本日別途開示しております。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

３．業績予想に関する定性的情報

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,267,193 2,647,496

受取手形・完成工事未収入金 8,680,404 8,768,112

未成工事支出金 1,656,869 3,202,163

材料貯蔵品 1,564 1,564

その他 211,622 575,730

貸倒引当金 △32,600 △33,900

流動資産合計 12,785,054 15,161,167

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,321,086 4,321,086

減価償却累計額 △2,836,232 △2,810,770

建物・構築物（純額） 1,484,854 1,510,316

機械・運搬具 3,444,357 3,440,115

減価償却累計額 △2,900,296 △2,869,912

機械・運搬具（純額） 544,060 570,202

土地 5,641,056 5,641,056

その他 905,253 912,019

減価償却累計額 △831,479 △832,872

その他（純額） 73,773 79,146

有形固定資産計 7,743,745 7,800,721

無形固定資産   

ソフトウエア 79,965 24,138

ソフトウエア仮勘定 25,677 83,477

その他 9,165 9,175

無形固定資産計 114,808 116,792

投資その他の資産   

投資有価証券 5,484,203 4,984,505

関係会社株式 － 60,000

従業員に対する長期貸付金 132,850 135,881

その他 915,344 914,740

貸倒引当金 △94,000 △94,000

投資その他の資産計 6,438,398 6,001,126

固定資産合計 14,296,952 13,918,641

資産合計 27,082,007 29,079,808



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 4,829,705 5,397,828

短期借入金 1,400,000 3,110,000

未払法人税等 12,107 30,857

未成工事受入金 3,372,251 3,297,789

賞与引当金 56,192 132,120

工事損失引当金 568,345 964,249

その他 633,389 611,551

流動負債合計 10,871,992 13,544,396

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

長期未払金 76,134 120,360

退職給付引当金 273,228 284,691

固定負債合計 849,363 905,051

負債合計 11,721,355 14,449,447

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 4,608,706

利益剰余金 5,657,441 5,445,453

自己株式 △138,288 △137,980

株主資本合計 15,306,571 15,094,891

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,080 △464,531

評価・換算差額等合計 54,080 △464,531

純資産合計 15,360,651 14,630,360

負債純資産合計 27,082,007 29,079,808



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

完成工事高 6,336,896

完成工事原価 5,815,443

完成工事総利益 521,452

販売費及び一般管理費  

役員報酬 42,831

従業員給料手当 101,267

賞与引当金繰入額 15,128

退職給付引当金繰入額 6,842

通信交通費 20,344

雑費 113,299

販売費及び一般管理費合計 299,713

営業利益 221,738

営業外収益  

受取利息 4,872

受取配当金 24,727

その他 17,026

営業外収益合計 46,626

営業外費用  

支払利息 12,821

その他 5,837

営業外費用合計 18,658

経常利益 249,706

税引前四半期純利益 249,706

法人税、住民税及び事業税 4,630

法人税等合計 4,630

四半期純利益 245,076



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 249,706

減価償却費 67,012

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,300

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,928

工事損失引当金の増減額（△は減少） △395,903

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,462

長期未払金の増減額（△は減少） △44,226

受取利息及び受取配当金 △29,599

支払利息 12,821

売上債権の増減額（△は増加） 87,708

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,545,293

仕入債務の増減額（△は減少） △553,018

未成工事受入金の増減額（△は減少） 74,462

その他の流動資産の増減額（△は増加） 324,575

その他の流動負債の増減額（△は減少） 136,816

その他 5,671

小計 1,392,628

利息及び配当金の受取額 28,978

利息の支払額 △2,668

損害賠償金の支払額 △124,943

法人税等の支払額 △18,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,275,487

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △42,651

投資有価証券の売却による収入 58,468

有形固定資産の取得による支出 △18,940

無形固定資産の取得による支出 △3,464

短期貸付金の回収による収入 30,000

子会社の清算による収入 60,141

投資活動によるキャッシュ・フロー 83,552

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） △1,710,000

配当金の支払額 △29,034

自己株式の取得による支出 △308

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,739,342

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） △380,303

現金及び現金同等物の期首残高 2,547,496

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,167,193



 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



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 1,337 46.8 4,517 71.3 8,364 48.0

鉄 骨 1,521 53.2 1,819 28.7 9,049 52.0

2,859 100.0 6,336 100.0 17,413 100.0

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 619 61.7 1,208 64.4 14,402 69.4

鉄 骨 384 38.3 666 35.6 6,338 30.6

1,003 100.0 1,874 100.0 20,741 100.0

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 14,866 70.4 18,314 83.9 21,623 82.2

鉄 骨 6,244 29.6 3,518 16.1 4,671 17.8

21,110 100.0 21,832 100.0 26,294 100.0

前事業年度

計

期  別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度

(20.4.1～20.6.30） (21.4.1～21.6.30） (20.4.1～21.3.31）

計

期  別 前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

６．その他の情報

(平成20年6月30日現在） (平成21年6月30日現在） (平成21年3月31日現在）

前事業年度末

(20.4.1～20.6.30） (21.4.1～21.6.30） (20.4.1～21.3.31）

計

期  別 



（参考）四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

完成工事高 3,148,855

完成工事原価 3,035,276

完成工事総利益 113,578

販売費及び一般管理費  

役員報酬 46,908

従業員給料手当 92,828

賞与引当金繰入額 13,326

退職給付引当金繰入額 5,093

通信交通費 19,564

その他 119,063

販売費及び一般管理費合計 296,784

営業損失（△） △183,205

営業外収益  

受取利息 8,375

受取配当金 38,530

その他 19,708

営業外収益合計 66,614

営業外費用  

支払利息 1,640

固定資産除却損 9,024

その他 10,108

営業外費用合計 20,773

経常損失（△） △137,364

特別利益  

投資有価証券売却益 63,285

特別利益合計 63,285

特別損失  

投資有価証券評価損 12,816

特別損失合計 12,816

税金等調整前四半期純損失（△） △86,896

法人税、住民税及び事業税 4,933

法人税等合計 4,933

四半期純損失（△） △91,830



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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（△） △86,896

減価償却費 74,808

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △89,302

工事損失引当金の増減額（△は減少） △332,208

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,679

固定資産除売却損益（△は益） 9,024

受取利息及び受取配当金 △46,906

支払利息 1,640

投資有価証券売却損益（△は益） △61,631

投資有価証券評価損益（△は益） 12,816

売上債権の増減額（△は増加） 1,390,870

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △351,752

仕入債務の増減額（△は減少） 64,145

未成工事受入金の増減額（△は減少） 174,636

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51,950

その他 26,342

小計 826,360

利息及び配当金の受取額 49,031

利息の支払額 △1,640

法人税等の支払額 △20,803

営業活動によるキャッシュ・フロー 852,948

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △18,168

投資有価証券の売却による収入 328,090

有形固定資産の取得による支出 △127,048

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △8,548

投資活動によるキャッシュ・フロー 174,336

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） △600,000

配当金の支払額 △55,204

自己株式の取得による支出 △444

財務活動によるキャッシュ・フロー △655,649

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） 371,634

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 2,778,502
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