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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 1,935 △25.9 45 64.2 61 35.4 30 24.4
21年3月期第1四半期 2,611 ― 27 ― 45 ― 24 ―

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 4.19 ―
21年3月期第1四半期 3.37 ―

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 7,611 3,547 46.6 483.15
21年3月期 8,746 3,531 40.4 480.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,547百万円 21年3月期  3,531百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 7.00 7.00

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

3,490 △37.0 △36 ― △8 ― △10 ― ―

通期 12,220 △2.2 47 △70.9 105 △55.1 50 △42.2 6.81



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 
(業績予想の適切な利用に関する説明) 
本資料に記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。 
(その他特記事項) 
当第１四半期連結会計期間から「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）が適用されたことに伴い、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。 

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 7,500,000株 21年3月期  7,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  158,493株 21年3月期  158,493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 7,341,507株 21年3月期第1四半期 7,341,701株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年末来の大幅な在庫調整進展により景気は下げ止まりつつ

あるとされ、政府による大規模な対策は個人消費や設備投資をある程度喚起いたしました。しかしながら、中小企

業にまで至る本格的回復にはほど遠い状況にあります。 

 建設事業におきましては、民間設備計画の見直しや凍結が一気に広がるなか、価格競争は更に激化し、また、運

輸事業におきましても、荷動きは依然と低迷しており、両事業共に前期以上の厳しい経営環境でありました。 

 このような状況の下、当企業グループは、受注の確保を最優先課題に取り組んできましたものの、民間工事の急

激な落込みをうけ、当第１四半期連結会計期間の建設事業の受注高は、前年同四半期比71.8％減の７億50百万円と

なり、通期受注計画80億円に対する進捗率は9.4％と厳しい結果となりました。 

 次に、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前期からの繰越工事高が少なかったこともあり前年同四半期比

25.9％減の19億35百万円となり、通期計画122億20百万円に対する進捗率は15.8％にとどまりました。 

 一方、利益につきましては、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、全社を挙げての原価低減努力に加え、前

期からの繰越工事の利益率が良かったこともあり前年同四半期比64.2％増の45百万円、経常利益も前年同四半期比

35.4％増の61百万円となりました。また、四半期純利益は30百万円で通期計画50百万円に対する進捗率は61.5％

と、当第１四半期連結会計期間の利益は概ね計画どおりに推移いたしております。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億34百万円減少いたしました。

その主な要因は、仕掛工事の増加に伴い未成工事支出金が１億34百万円増加する一方で、受取債権の回収促進に

伴い受取手形・完成工事未収入金等が５億８百万円減少し、加えて受取債権の回収以上に支払債務の支払が進展

することにより現金預金が７億62百万円減少したためであります。 

 次に、負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億50百万円減少し、純資産合計は、15百万円増加いたしまし

た。負債減少の主な要因は、支払債務の支払進展に伴い支払手形・工事未払金等が10億26百万円減少したためで

あります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、26億59百万円とな

り、前連結会計年度末より７億62百万円減少いたしました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、７億12百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、売上債権

の減少５億８百万円等、資金の増加が発生する一方、未成工事支出金等の増加１億35百万円、仕入債務の減少

10億26百万円等、資金の減少が発生したためであります。（前第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャ

ッシュ・フローは、９億24百万円の資金の増加） 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、５百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、有形固定資産

の取得による支出２百万円、投資有価証券の取得による支出１百万円等によるものであります。（前第１四半

期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、２億78百万円の資金の減少） 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、44百万円の資金の減少となりました。その要因は、配当金の支払額44

百万円によるものであります。（前第１四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、44百万

円の資金の減少） 

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

  売上高 営業利益又は営業損失（△）

・建設事業 18億90百万円 47百万円 

・運輸事業 44百万円 △１百万円 

２．連結財政状態に関する定性的情報



 当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高及び利益につきましては概ね想定していた範囲内で推移しております

が、受注面におきましては、民間工事計画の凍結・見直しの影響が大きく通期計画に対する進捗率は低迷しており、

今後も厳しい受注環境が続くものと想定いたしております。 

 現時点における受注動向の正確な予測が困難なため、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきまして

は、平成21年５月８日及び平成21年５月25日に公表いたしました業績予想のまま据え置きとさせて頂きますが、今後

の受注動向を勘案しながら必要な場合は、速やかに見直しのうえ修正発表をいたします。 

  

  

 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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、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場合に、前連結会計年度決算において使

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を採用しております。 

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。 

  

・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、長期大型工事（工期２年以上かつ請負金額30億円以

上）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、当第１四

半期連結会計期間から「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）が適用されたこ

とに伴い、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。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期連結累計期間に係る売上高は47,490千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ2,115千円増加しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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   

現金預金 2,675,915 3,438,611

受取手形・完成工事未収入金等 1,451,095 1,959,651

未成工事支出金 1,627,404 1,492,659

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 4,030 3,106

繰延税金資産 30,162 52,517

その他 38,443 43,071

貸倒引当金 △28,190 △28,170

流動資産合計 5,799,264 6,961,850

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 383,007 386,331

機械、運搬具及び工具器具備品 223,659 222,820

土地 716,707 716,707

減価償却累計額 △466,390 △459,760

有形固定資産計 856,983 866,098

無形固定資産 9,629 10,189

投資その他の資産   

投資有価証券 809,664 752,683

会員権 69,700 69,700

繰延税金資産 67,486 87,739

その他 42,671 42,084

貸倒引当金 △43,850 △43,850

投資その他の資産計 945,672 908,356

固定資産合計 1,812,285 1,784,645

資産合計 7,611,550 8,746,496



（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・工事未払金等 2,641,843 3,668,202

未払法人税等 5,179 42,541

未成工事受入金 1,008,700 1,017,158

完成工事補償引当金 10,000 10,000

賞与引当金 20,300 37,700

その他 80,625 137,291

流動負債合計 3,766,649 4,912,894

固定負債   

退職給付引当金 182,451 187,572

役員退職慰労引当金 87,794 86,065

長期預り保証金 27,609 28,824

固定負債合計 297,855 302,462

負債合計 4,064,504 5,215,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,343,126 2,363,768

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,492,533 3,513,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,512 17,963

評価・換算差額等合計 54,512 17,963

純資産合計 3,547,046 3,531,138

負債純資産合計 7,611,550 8,746,496



（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 2,611,747 1,935,338

売上原価 2,459,312 1,772,785

売上総利益 152,435 162,552

販売費及び一般管理費 124,596 116,842

営業利益 27,838 45,710

営業外収益   

受取利息 1,463 3,958

受取配当金 4,462 1,408

受取賃貸料 12,914 12,084

その他 1,549 642

営業外収益合計 20,389 18,093

営業外費用   

賃貸費用 2,632 2,065

その他 － 0

営業外費用合計 2,632 2,065

経常利益 45,596 61,738

特別損失   

固定資産除却損 － 2,965

貸倒引当金繰入額 400 －

特別損失合計 400 2,965

税金等調整前四半期純利益 45,196 58,772

法人税、住民税及び事業税 11,122 4,062

法人税等調整額 9,362 23,961

法人税等合計 20,485 28,023

四半期純利益 24,711 30,748



（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 45,196 58,772

減価償却費 8,150 8,676

貸倒引当金の増減額（△は減少） 400 20

工事損失引当金の増減額（△は減少） 700 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,300 △17,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,654 △5,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,064 1,729

受取利息及び受取配当金 △5,925 △5,366

売上債権の増減額（△は増加） 1,570,548 508,556

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 3,085 △135,669

仕入債務の増減額（△は減少） △654,957 △1,026,359

未成工事受入金の増減額（△は減少） △25,687 △8,457

その他 18,086 △57,941

小計 936,578 △678,561

利息及び配当金の受取額 5,650 1,958

法人税等の支払額 △17,395 △39,932

法人税等の還付額 － 4,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 924,833 △712,331

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △200,200 －

有形固定資産の取得による支出 △69,657 △2,159

無形固定資産の取得による支出 － △1,200

投資有価証券の取得による支出 △2,378 △1,785

その他 △5,993 △594

投資活動によるキャッシュ・フロー △278,229 △5,738

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △44,120 △44,624

自己株式の取得による支出 △121 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,241 △44,624

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） 602,362 △762,695

現金及び現金同等物の期首残高 3,369,353 3,422,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,971,715 2,659,915



 該当事項はありません。 

  

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） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1）事業区分の方法 

内部管理上採用している区分によっております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築・土木その他建設工事全般に関する事業及び不動産に関する事業 

運輸事業：貨物の運送に関する事業 

２．会計処理基準等の変更 

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） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当企業グループは、当第１四半期連結会計期間から「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）を適用しております。これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益に与

える影響はありません。 

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） 

（完成工事高及び完成工事原価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間から「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）を適用し

ております。これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期連結累計期間の建設事業におけ

る売上高が47,490千円、営業利益が2,115千円それぞれ増加しております。 

  

 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）及び当第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） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

（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〕

  
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,551,065  60,682  2,611,747  －  2,611,747

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,551,065  60,682  2,611,747  －  2,611,747

営業利益  23,527  4,311  27,838  －  27,838

  
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,890,364  44,974  1,935,338  －  1,935,338

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,890,364  44,974  1,935,338  －  1,935,338

営業利益又は営業損失（△）  47,554  △1,843  45,710  －  45,710

〔所在地別セグメント情報〕



 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）及び当第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） 

 海外売上高がないため、記載しておりません。 

 該当事項はありません。 

   

〔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



  

生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                    （単位：千円、％）

② 売上高                                    （単位：千円、％）

③ 次期繰越高                                  （単位：千円、％）

  

６．その他の情報

項 目  

前年同四半期 

（平成21年３月期 

    第１四半期）

当四半期 

（平成22年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  15  0.0  100,896  13.5  100,881  －  1,288  0.0

 民  間  2,507,016  94.3  396,157  52.7  △2,110,859  △84.2  8,351,223  81.2

   計  2,507,031  94.3  497,053  66.2  △2,009,978  △80.2  8,352,511  81.2

 土 

 木 

 官公庁  7,280  0.3  139,870  18.6  132,590  －  1,095,178  10.7

 民  間  144,127  5.4  113,839  15.2  △30,288  △21.0  835,245  8.1

   計  151,407  5.7  253,709  33.8  102,302  67.6  1,930,423  18.8

 計 

 官公庁  7,295  0.3  240,766  32.1  233,471  －  1,096,466  10.7

 民  間  2,651,143  99.7  509,996  67.9  △2,141,147  △80.8  9,186,468  89.3

   計  2,658,438  100.0  750,762  100.0  △1,907,676  △71.8  10,282,935  100.0

項 目  

前年同四半期 

（平成21年３月期 

    第１四半期）

当四半期 

（平成22年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  3,905  0.1  1,342  0.1  △2,563  △65.6  5,178  0.1

 民  間  2,414,762  92.5  1,717,709  88.7  △697,053  △28.9  10,100,311  80.8

   計  2,418,667  92.6  1,719,051  88.8  △699,616  △28.9  10,105,489  80.9

 土 

 木 

 官公庁  －  －  5,944  0.3  5,944  －  121,378  0.9

 民  間  132,398  5.1  165,369  8.6  32,970  24.9  2,045,136  16.4

   計  132,398  5.1  171,313  8.9  38,914  29.4  2,166,514  17.3

 計 

 官公庁  3,905  0.1  7,286  0.4  3,381  86.6  126,556  1.0

 民  間  2,547,160  97.6  1,883,078  97.3  △664,082  △26.1  12,145,448  97.2

   計  2,551,065  97.7  1,890,364  97.7  △660,701  △25.9  12,272,004  98.2

 運輸事業  60,682  2.3  44,974  2.3  △15,708  △25.9  221,768  1.8

 合  計  2,611,747  100.0  1,935,338  100.0  △676,409  △25.9  12,493,773  100.0

項 目  

前年同四半期 

（平成21年３月期 

   第１四半期）

当四半期 

（平成22年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  －  －  99,554  1.8  99,554  －  －  －

 民  間  7,217,800  83.0  4,054,906  74.3  △3,162,894  △43.8  5,376,457  81.5

   計  7,217,800  83.0  4,154,460  76.1  △3,063,340  △42.4  5,376,457  81.5

 土 

 木 

 官公庁  62,180  0.7  1,162,626  21.3  1,100,446  －  1,028,700  15.6

 民  間  1,412,870  16.3  139,720  2.6  △1,273,150  △90.1  191,250  2.9

   計  1,475,050  17.0  1,302,346  23.9  △172,704  △11.7  1,219,950  18.5

 計 

 官公庁  62,180  0.7  1,262,180  23.1  1,200,000  －  1,028,700  15.6

 民  間  8,630,670  99.3  4,194,626  76.9  △4,436,044  △51.4  5,567,707  84.4

   計  8,692,850  100.0  5,456,806  100.0  △3,236,044  △37.2  6,596,407  100.0
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