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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 21,972 △14.8 26 △83.5 114 △80.0 58 △79.9

21年3月期第1四半期 25,784 ― 158 ― 572 ― 289 ―

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 6.69 ―

21年3月期第1四半期 33.24 ―

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 45,722 9,256 20.2 1,064.23
21年3月期 41,405 9,178 22.2 1,055.18

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,256百万円 21年3月期  9,178百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

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

48,500 △9.3 300 △40.8 430 △32.3 230 △37.1 26.44

通期 101,000 △5.2 1,100 5.6 1,350 9.3 740 53.9 85.08
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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、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） 

(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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 8,798,782株 21年3月期  8,798,782株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  100,622株 21年3月期  100,622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 8,698,160株 21年3月期第1四半期 8,698,530株
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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 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の急激な悪化に底入れの気配が見えだしたものの、経済

情勢は未だ厳しい状況下で推移致しました。わが国建設業界は、補正予算により政府部門の増加は予想されるもの

の、個人所得、企業収益等の低迷により、民間部門は依然厳しい中で推移すると考えております。  

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定） 

 
 このような経済状況のもと、連結ベースの売上高は21,972百万円（前年同期比△14.8％）、売上総利益は2,096

百万円（同△15.5％）となりました。販売費及び一般管理費は2,070百万円（同△10.9％）で営業利益は26百万円

（同△83.5％）となりました。また、営業外収支は88百万円計上でき、経常利益は114百万円（同△80.0％）とな

りました。四半期純利益は58百万円（同△79.9％）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の総資産額は45,722百万円となり、前連結事業年度末と比較し4,317百万円増加しました。主な要

因は、受取手形及び売掛金の増加によるものです。 

 負債総額は、36,465百万円となり、前連結事業年度末と比較し4,238百万円増加しました。主な要因は、短期借

入金の増加によるものです。 

 なお、自己資本比率は20.2％となり、前連結事業年度末と比較し2.0ポイント減少しました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

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） 

 該当事項はありません。 

（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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関し、実地棚卸を省略し前連結会計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定しております。 

 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。 

・民間住宅 －着工戸数ベース

内　　訳 ・民間非住宅 －延床面積ベース

・政府 －投資額ベース

建設投資（新設） 45.8     △2.9    
【住宅】
 　　 　△6.9％

【非住宅】
　　　 △20.4％

【政府】
 　　 　 11.3％

民間住宅 14.8     △6.9    
【持家】
　　　    0.5％

【貸家】
　　　  △8.7％

【分譲】
　　　 △12.0％

民間非住宅 7.6      △20.4   
【工場】
　 　　△31.7％

【事務所】
　　　 △20.3％

【店舗】
 　　　 △4.1％

政府 19.3     11.3     
【建築】
　　　 　12.8％

【土木】
　　　   11.1％

リフォーム（既築） 5.7      △5.0    【住宅】 【非住宅】

計（新設＋既築） 51.5     △3.3    民間住宅 民間非住宅 政府

平成21年度見通し

対前期
増減率
（％）

名　目
投資額

（兆円）
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③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。 

④ 減損の兆候把握 

 使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせるよ

うな意思決定がなされた場合又は経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生した場合に減損の兆候があるもの

と判断しております。 

⑤ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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、または、一時差異等の発

生状況に著しい変化が認められた場合には、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

ンニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

⑥ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 

（表示方法の変更） 

 前第１四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの貸付金については、「貸付けによ

る支出」及び「貸付金の回収による収入」として短期貸付金と長期貸付金の合計額を総額表示しておりました

が、当第１四半期連結累計期間から、キャッシュ・フローの状況をより明瞭に表示するため、短期貸付金につい

ては、「短期貸付金の増減額」として純額表示し、長期貸付金については総額表示する方法に変更しておりま

す。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において従来どおり短期貸付金と長期貸付金の合計額を総額表示した場合に

は、「貸付けによる支出」は△1,171百万円、「貸付金の回収による収入」は1,023百万円であります。 
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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 2,771 1,745

受取手形及び売掛金 20,652 18,151

商品 4,336 4,194

債権売却未収入金等 99 －

繰延税金資産 469 469

その他 1,366 1,166

貸倒引当金 △399 △405

流動資産合計 29,296 25,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,132 4,124

減価償却累計額 △1,853 △1,824

建物及び構築物（純額） 2,279 2,299

機械装置及び運搬具 136 126

減価償却累計額 △108 △106

機械装置及び運搬具（純額） 28 20

土地 6,666 6,624

その他 287 282

減価償却累計額 △159 △150

その他（純額） 127 131

有形固定資産合計 9,102 9,076

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 134 103

無形固定資産合計 135 103

投資その他の資産   

投資有価証券 3,208 2,953

長期貸付金 1,240 1,268

破産更生債権等 444 576

保険積立金 2,001 1,916

敷金及び保証金 546 546

その他 433 433

貸倒引当金 △685 △789

投資その他の資産合計 7,188 6,904

固定資産合計 16,426 16,085

資産合計 45,722 41,405
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（単位：百万円）

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 18,269 19,859

短期借入金 10,086 4,000

1年内返済予定の長期借入金 1,591 1,591

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 76 37

預り金 109 53

賞与引当金 109 238

その他 481 771

流動負債合計 30,824 26,650

固定負債   

長期借入金 2,897 2,944

繰延税金負債 893 790

再評価に係る繰延税金負債 457 457

退職給付引当金 472 468

役員退職慰労引当金 261 261

預り保証金 658 654

固定負債合計 5,641 5,576

負債合計 36,465 32,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 8,227 8,299

自己株式 △106 △106

株主資本合計 9,097 9,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △107 △258

土地再評価差額金 266 266

評価・換算差額等合計 158 7

純資産合計 9,256 9,178

負債純資産合計 45,722 41,405
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 25,784 21,972

売上原価 23,302 19,875

売上総利益 2,481 2,096

販売費及び一般管理費 2,322 2,070

営業利益 158 26

営業外収益   

受取利息 48 25

受取配当金 18 13

仕入割引 133 109

デリバティブ評価益 319 －

賃貸収入 79 72

その他 21 35

営業外収益合計 621 256

営業外費用   

支払利息 44 43

売上割引 73 63

手形売却損 36 20

賃貸費用 24 23

その他 27 16

営業外費用合計 207 167

経常利益 572 114

特別利益   

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 6

特別利益合計 － 6

特別損失   

減損損失 72 －

特別損失合計 72 －

税金等調整前四半期純利益 499 120

法人税等 210 62

四半期純利益 289 58

橋本総業㈱（７５７０）　　平成22年３月期第１四半期決算短信

7



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 499 120

減価償却費 34 44

減損損失 72 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 △110

賞与引当金の増減額（△は減少） △146 △129

受取利息及び受取配当金 △66 △39

支払利息 44 43

手形売却損 36 20

デリバティブ評価損益（△は益） △319 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,690 △2,520

債権売却未収入金等の増減額（△は増加） 143 △99

たな卸資産の増減額（△は増加） △273 △142

仕入債務の増減額（△は減少） △1,165 △1,640

その他 166 △45

小計 △3,660 △4,493

利息及び配当金の受取額 62 37

利息の支払額 △75 △60

法人税等の支払額 △62 △27

法人税等の還付額 － 0

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,736 △4,543

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △69 △68

投資有価証券の取得による支出 △126 △16

投資有価証券の売却による収入 － 14

保険積立金の積立による支出 △30 △101

保険積立金の解約による収入 18 20

貸付けによる支出 △1,283 －

貸付金の回収による収入 1,308 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △175

長期貸付けによる支出 － △1

長期貸付金の回収による収入 － 28

その他 △18 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △201 △339
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（単位：百万円）

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) 

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） 4,292 6,086

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △76 △46

社債の償還による支出 △100 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △130 △130

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,286 5,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 348 1,026

現金及び現金同等物の期首残高 1,425 1,745

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,774 2,771
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

 該当事項はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

６．その他の情報 

 該当事項はありません。 

橋本総業㈱（７５７０）　　平成22年３月期第１四半期決算短信

10




