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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 3,846 △40.2 △28 ― △23 ― 20 △78.2
21年3月期第1四半期 6,428 ― 144 ― 161 ― 92 ―

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 3.01 ―
21年3月期第1四半期 13.20 ―

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

22年3月期第1四半期 16,459 8,535 49.9 1,230.86
21年3月期 17,552 8,598 47.0 1,237.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,213百万円 21年3月期  8,256百万円

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

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

10,500 △22.4 40 △60.2 50 △61.7 20 △70.5 3.00

通期 21,500 △17.8 160 △21.5 190 △24.3 70 △41.9 10.49



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（２）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（３）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 
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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） 22年3月期第1四半期 7,694,080株 21年3月期  7,694,080株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,020,948株 21年3月期  1,020,948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 6,673,132株 21年3月期第1四半期 6,983,788株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、生産や輸出の一部に回復の動きが見られるものの、民間設備投

資の抑制や住宅建設戸数の大幅な減少、さらには雇用・所得環境の悪化から個人消費も低迷するなど、依然として厳

しい状況にありました。  

 このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、大型土木工事の完成

が第２四半期以降にずれ込んだことや需要の縮少により受注が減少したこと等により38億46百万円（前年同期比

40.2％減）となりました。 

 また、利益につきましても、不採算工事の削減や経費の削減に努めたものの、売上高が減少したことで営業損失は

28百万円（前年同期は１億44百万円の利益）、経常損失は23百万円（前年同期は１億61百万円の利益）、四半期純利

益は20百万円（前年同期比78.2％減）となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」を適用し、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を適用しております。これにより、売上高は３億62百万円増加し、営業損失及び経常損失はそ

れぞれ21百万円減少、税金等調整前四半期純利益は18百万円増加しております。  

  

  

 当第１四半期連結会計期間末の資産総額は、前連結会計年度末に比べ10億93百万円減少し、164億59百万円となり

ました。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。 

 負債総額は、前連結会計年度末に比べ10億30百万円減少し、79億24百万円となりました。これは主に支払手形・工

事未払金等が減少したことによるものであります。また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ62百万円

減少し、85億35百万円となりました。これは主に配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるものでありま

す。 

  

  

  

 今後も当社グループをとりまく経営環境は引き続き厳しい状況で推移するものと思われます。第２四半期以降につ

きましても、需要の縮少による受注の減少が続くものと思われますが、経費の削減を継続的に実施すること等によ

り、平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日付当社「平成21年３月期 決算短信」で発表

いたしました業績予想から変更はありません。 

 本業績予想は、発表日現在における事業環境及び入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後

の経済状況、事業環境の変化等により異なる可能性があります。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の一般債権に係る貸倒引当金は、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率

等から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用いて算定しておりま

す。 

② 完成工事補償引当金の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の完成工事補償引当金は、前連結会計年度において算定した補償工事費の

完成工事高に対する実績率から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実績率を用いて

算定しております。 

③ 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を一部省略し、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。 

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

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



 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

積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

④ 経過勘定項目の算定方法  

 一部の費用については、合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

⑤ 繰延税金資産およ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、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ため、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おります。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 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。 

  

  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、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、パイル工事は杭の打設本数を基準とした杭施工進捗

率、地盤改良工事は掘削量を基準とした地盤改良施工進捗率による方法）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、売上高は３億62百万円増加し、営業損失及び経常損失はそれぞれ21百万円減少、税金等調整前四

半期純利益は18百万円増加しております。  

  

  

（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



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 5,023,331 3,921,336

受取手形・完成工事未収入金等 3,856,026 6,278,523

未成工事支出金等 1,752,011 1,540,266

その他 1,441,325 1,571,458

貸倒引当金 △63,654 △78,019

流動資産合計 12,009,041 13,233,565

固定資産   

有形固定資産 3,113,201 3,003,395

無形固定資産 24,888 24,915

投資その他の資産   

その他 1,492,364 1,470,965

貸倒引当金 △180,228 △180,397

投資その他の資産計 1,312,136 1,290,567

固定資産合計 4,450,226 4,318,879

資産合計 16,459,267 17,552,444



（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 4,020,189 5,635,719

短期借入金 230,500 387,926

1年内返済予定の長期借入金 86,648 86,628

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 76,033 42,427

未成工事受入金 1,292,257 899,651

引当金 81,168 104,834

その他 801,041 619,588

流動負債合計 6,687,839 7,876,775

固定負債   

長期借入金 145,370 168,435

退職給付引当金 499,620 515,272

役員退職慰労引当金 59,500 67,000

その他 531,781 326,856

固定負債合計 1,236,271 1,077,563

負債合計 7,924,110 8,954,339

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,330,219 2,330,219

利益剰余金 4,514,158 4,562,830

自己株式 △358,077 △358,077

株主資本合計 8,197,199 8,245,872

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,496 10,233

評価・換算差額等合計 16,496 10,233

少数株主持分 321,460 341,999

純資産合計 8,535,157 8,598,105

負債純資産合計 16,459,267 17,552,444



（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 6,428,042 3,846,366

売上原価 5,740,572 3,360,980

売上総利益 687,469 485,385

販売費及び一般管理費 542,889 513,890

営業利益又は営業損失（△） 144,580 △28,504

営業外収益   

受取利息 3,784 3,447

受取配当金 5,075 4,822

仕入割引 2,941 2,212

受取賃貸料 1,135 1,269

物品売却益 4,222 949

その他 2,914 6,409

営業外収益合計 20,072 19,111

営業外費用   

支払利息 2,194 1,693

貸倒引当金繰入額 － 10,000

その他 1,290 2,512

営業外費用合計 3,485 14,205

経常利益又は経常損失（△） 161,168 △23,598

特別利益   

固定資産売却益 4,337 45,897

貸倒引当金戻入額 － 24,534

特別利益合計 4,337 70,432

特別損失   

固定資産処分損 4,035 124

特別損失合計 4,035 124

税金等調整前四半期純利益 161,469 46,709

法人税等 83,004 46,289

少数株主損失（△） △13,701 △19,638

四半期純利益 92,167 20,058



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



①受注高 

（単位：千円） 

  

②売上高 

（単位：千円） 

（注）当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」を適用し、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を適用しております。これにより、「建設事業」の売

上高は 千円増加しております。  

  

③受注残高 

（単位：千円） 

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんの

で、同事業については受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

６．その他の情報

（１）受注・売上高・受注残高内訳表

項  目 

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） 

 建設事業  6,864,204  8,420,259

 建設資材販売事業  840,421  499,068

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 －  －

合  計  7,704,625  8,919,328

項  目 

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） 

 建設事業  6,369,387  3,569,600

 建設資材販売事業  46,554  269,145

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 12,100  7,620

合  計  6,428,042  3,846,366

362,809

項  目 

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） 

 建設事業  8,253,915  9,752,523

 建設資材販売事業  793,867  229,923

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 －  －

合  計  9,047,782  9,982,447
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