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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 925 △1.7 45 300.7 31 41.9 △5 ―

21年3月期第1四半期 941 ― 11 ― 21 ― 1 ―

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 △0.57 ―

21年3月期第1四半期 0.16 ―

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 5,293 1,594 29.7 175.18
21年3月期 5,401 1,605 29.4 177.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,573百万円 21年3月期  1,590百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,330 10.6 20 △78.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00

通期 5,170 △1.0 390 △9.2 320 △18.2 150 △39.9 16.70



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 

 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は、今後様々な要因により記載の予想数値と異な 
る可能性があります。 

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） 22年3月期第1四半期 8,987,700株 21年3月期  8,987,700株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  8,259株 21年3月期  8,259株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,979,441株 21年3月期第1四半期 8,984,862株



 当第１四半期におけるわが国経済は、輸出や生産面に一部回復の兆しが見られたものの、企業収益は低迷してお

り、設備投資の減少や雇用情勢の悪化など、依然として厳しい状況が続きました。 

 建設業界におきましては、企業収益が大幅に悪化しているなか、生産の停滞や景気先行きの不透明感などから、設

備投資の見直しが顕著化し、大変厳しい状況で推移しました。  

 このような状況のもと、当社グループは積極的な営業活動を展開し、当第１四半期の受注高は1,086百万円（前年

同期比15.3％増）となりましたが、売上高は伸び悩み925百万円（前年同期比1.7％減）となりました。 

 利益面につきましては、引き続きコストダウンを推進した結果、営業利益は45百万円（前年同期は11百万円）、経

常利益は31百万円（前年同期比41.9％増）となりましたが、四半期純損失は5百万円（前年同期は四半期純利益1百万

円）となりました。  

  

  

 （資産・負債・資本の状況） 

 当第１四半期末時点の総資産は、売掛金の減少などにより5,293百万円となり、平成21年3月期末の5,401百万円か

ら107百万円の減少となりました。 

 負債の部も、支払手形及び買掛金の減少や長期借入金の返済、未払税金の納付などにより3,699百万円となり、平

成21年3月期末の3,795百万円から96百万円の減少となりました。 

 また、純資産の部は、評価・換算差額等の増加がありましたが、当第１四半期連結会計期間における純損失の計

上、配当金の支払いなどにより、1,594百万円となり、平成21年3月期末の1,605百万円から11百万円の減少となりま

した。 

 これらの結果により、当第１四半期末の自己資本比率は、29.7％と平成21年3月期末より0.3%上昇しております。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べて300百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末は705百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果獲得した資金は、368百万円となりました。これは主に売掛金の回収によるものです。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は、15百万円でした。これは主に有形固定資産の取得によるものです。 

   （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、56百万円となりました。これは主に、配当金の支払や長期借入金の返済に 

  よるものです。 

  

  

 平成21年５月22日に公表いたしました業績予想から修正はしておりません。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

  

   該当事項はありません。 

  

  

   貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用いております。 

  

  

 会計処理基準に関する事項の変更  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額40百万円以上かつ工期1年超の工事については工

事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第18号 平成19年12月27日）を当第1四半期連結会計期間より適用し、当第1四半期連結会計期間に着手した

工事契約から、当第1四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

ます。 

 なお、これにより損益に与える影響は軽微であります。 

  

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 718,321 416,846

受取手形及び売掛金 1,089,638 1,633,131

仕掛品 407,892 304,840

原材料及び貯蔵品 79,200 80,207

繰延税金資産 82,642 66,044

その他 68,053 56,677

貸倒引当金 △5,603 △5,246

流動資産合計 2,440,145 2,552,502

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 499,322 499,897

機械装置及び運搬具（純額） 54,619 52,691

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 4,587 4,806

その他（純額） 44,402 48,936

有形固定資産合計 2,502,963 2,506,363

無形固定資産 166,232 156,782

投資その他の資産   

投資有価証券 43,918 33,564

繰延税金資産 19,744 24,344

その他 137,508 145,556

貸倒引当金 △17,207 △17,834

投資その他の資産合計 183,963 185,630

固定資産合計 2,853,159 2,848,776

資産合計 5,293,305 5,401,279



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 793,478 929,728

短期借入金 740,692 742,384

リース債務 747 730

未払法人税等 56,649 109,897

賞与引当金 106,878 62,671

受注損失引当金 － 73,473

工事損失引当金 86,773 －

その他 335,215 279,944

流動負債合計 2,120,435 2,198,830

固定負債   

長期借入金 1,263,131 1,295,884

リース債務 3,898 4,091

退職給付引当金 218,013 204,592

役員退職慰労引当金 93,657 91,867

その他 158 315

固定負債合計 1,578,859 1,596,751

負債合計 3,699,294 3,795,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 550,369 582,423

自己株式 △902 △902

株主資本合計 1,543,920 1,575,974

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,639 4,511

為替換算調整勘定 17,448 9,930

評価・換算差額等合計 29,087 14,442

少数株主持分 21,002 15,281

純資産合計 1,594,010 1,605,698

負債純資産合計 5,293,305 5,401,279



（２）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) 

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

売上高 941,585 925,395

売上原価 731,982 700,734

売上総利益 209,603 224,661

販売費及び一般管理費   

役員報酬 19,458 19,458

給料及び手当 79,073 72,097

賞与引当金繰入額 9,429 12,102

退職給付費用 7,831 3,799

役員退職慰労引当金繰入額 1,490 1,790

減価償却費 3,026 2,602

その他 78,045 67,738

販売費及び一般管理費合計 198,354 179,587

営業利益 11,249 45,073

営業外収益   

受取利息 137 61

受取配当金 344 304

為替差益 25,187 －

その他 2,831 6,028

営業外収益合計 28,500 6,393

営業外費用   

支払利息 17,668 13,388

為替差損 － 6,561

その他 158 398

営業外費用合計 17,826 20,348

経常利益 21,923 31,118

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,304 301

固定資産売却益 524 －

特別利益合計 4,828 301

特別損失   

固定資産除売却損 34 －

特別損失合計 34 －

税金等調整前四半期純利益 26,717 31,419

法人税、住民税及び事業税 26,223 53,341

法人税等調整額 207 △10,936

法人税等合計 26,430 42,405

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,184 5,870

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,471 △5,115



（３）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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 26,717 31,419

減価償却費 20,016 17,331

受注損失引当金の増減額（△は減少） 59,244 △73,473

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 86,773

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,709 13,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,790 1,790

受取利息及び受取配当金 △482 △365

支払利息 17,668 13,388

為替差損益（△は益） △26,829 6,271

固定資産除売却損益（△は益） △489 －

売上債権の増減額（△は増加） 482,926 560,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,199 △95,755

仕入債務の増減額（△は減少） △91,066 140,870

その他 △134,660 61,997

小計 262,343 482,105

利息及び配当金の受取額 585 339

利息の支払額 △9,498 △6,693

法人税等の支払額 △148,758 △107,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,672 368,509

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △1,950 △150

有形固定資産の取得による支出 △13,797 △8,335

有形固定資産の売却による収入 1,207 －

無形固定資産の取得による支出 － △1,140

貸付金の回収による収入 15,203 213

その他 23,809 △6,208

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,471 △15,620

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） △13,174 △6,000

長期借入れによる収入 11,700 －

長期借入金の返済による支出 △47,088 △38,270

配当金の支払額 △14,611 △11,919

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,173 △56,189

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,564 3,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 63,405 300,124

現金及び現金同等物の期首残高 465,941 405,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 529,346 705,471



 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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