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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 2,682 △38.4 △25 ― △3 ― △37 △266.9

21年3月期第1四半期 4,355 ― 99 ― 84 ― △10 ―

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 △3.59 ―

21年3月期第1四半期 △0.98 ―

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 9,396 2,430 22.7 204.45
21年3月期 11,146 2,488 19.7 210.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,135百万円 21年3月期  2,196百万円

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）

― ― 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 6,000 △3.2 80 ― 60 ― 40 ― 3.83

通期 14,200 △4.1 290 △29.2 200 △42.8 90 △21.3 8.62
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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  無  

(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 

業績予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要因が内在しているため、実際の業績は予想
値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 10,596,509株 21年3月期  10,596,509株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  150,735株 21年3月期  150,735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 10,445,774株 21年3月期第1四半期 10,455,826株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界同時不況による急速な景気後退局

面から、一部の景気が持ち直すなど最悪期は脱した感はあるものの、企業業績の悪化、設備投資の減少、

雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続いております。  

当建設業界においては、公共投資は補正予算の成立により一部期待感はあるものの、依然として縮減傾

向は続いており、製造業の企業業績の悪化による設備投資の抑制、見直しや不動産市況の悪化などから民

間設備投資が急激に減少し、熾烈な受注競争及び価額競争を強いられ、経営環境は一段と厳しい状況が続

いております。  

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めた結果、当第１四半期連

結会計期間の受注は、2,765百万円(前年同四半期比12.5%減少)となり、売上高については、例年第４四半

期連結会計期間に集中しているため、四半期別売上高に季節的変動があり、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」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」が適用されたことに伴

い、売上高が75百万円増加したものの、前連結会計年度からの大型繰越工事が減少したことにより、

2,682百万円（前年同四半期比38.4%減少）となりました。  

また、利益面については、売上高が大幅に減少したことにより、営業損失は25百万円（前年同四半期は

営業利益99百万円）、経常損失は３百万円（前年同四半期は経常利益84百万円）となり、固定資産除却損

11百万円を特別損失に計上したこと等により、四半期純損失は37百万円（前年同四半期は四半期純損失10

百万円）となりました。  

  

(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,737百万円（26.1%）減少し、4,910百万円となりました。こ

れは主に、受取手形・完成工事未収入金等が1,374百万円、現金及び預金が352百万円それぞれ減少したこ

と等によります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて11百万円（0.3%）減少し、4,486百万円となりました。これは

主に、有形固定資産の除却により11百万円減少したこと等によります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,749百万円（15.7%）減少し、9,396百万円となりま

した。 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,618百万円（24.3%）減少し、5,052百万円となりました。こ

れは主に、支払手形・工事未払金等が543百万円、短期借入金が691百万円、未成工事受入金が164百万円

それぞれ減少したこと等によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて72百万円（3.7%）減少し、1,914百万円となりました。これは

主に、長期借入金が89百万円減少したこと等によります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,691百万円(19.5%)減少し、6,966百万円となりま

した。  

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて57百万円（2.3%）減少し、2,430百万円となりました。これ

は主にその他有価証券評価差額金が８百万円増加したものの、利益剰余金が68百万円減少したこと等によ

ります。 

  

業績予想につきましては、平成21年５月15日発表の業績予想に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な不確定要素が内在しているため、予想値と異なる可能性が

あります。 

  

・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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 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１年超、請負金額建築３億

円以上、土木２億円以上)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

していましたが、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(工事の進捗度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、平成21年３月31日以前に着工した工事契約のうち、長期大型工事(工期１年超、請負金額建

築３億円以上、土木２億円以上)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

を引き続き適用しております。 

 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完成工事高は

75,776千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ3,752千円減少

しております。 

  

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
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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：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 1,382,394 1,734,889

受取手形・完成工事未収入金等 1,486,428 2,860,741

未成工事支出金 1,168,435 1,193,362

その他のたな卸資産 726,954 786,204

繰延税金資産 58,359 40,547

その他 94,722 92,128

貸倒引当金 △7,060 △59,826

流動資産合計 4,910,234 6,648,049

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 2,856,113 2,859,113

機械、運搬具及び工具器具備品 950,788 1,201,226

土地 2,835,602 2,835,602

その他 22,018 10,494

減価償却累計額 △2,563,647 △2,784,294

有形固定資産合計 4,100,875 4,122,141

無形固定資産   

のれん 2,142 2,857

その他 20,460 20,469

無形固定資産合計 22,603 23,326

投資その他の資産   

投資有価証券 165,803 152,024

長期貸付金 90,329 94,344

その他 202,577 141,636

貸倒引当金 △95,490 △35,039

投資その他の資産合計 363,220 352,965

固定資産合計 4,486,699 4,498,433

資産合計 9,396,933 11,146,482
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（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 2,386,286 2,929,897

短期借入金 1,353,090 2,044,278

未払法人税等 35,345 38,310

未成工事受入金 946,222 1,110,457

賞与引当金 96,426 62,717

完成工事補償引当金 9,480 6,736

工事損失引当金 56,245 42,014

その他 169,054 436,581

流動負債合計 5,052,150 6,670,993

固定負債   

社債 42,000 42,000

長期借入金 973,474 1,062,514

再評価に係る繰延税金負債 526,993 526,993

退職給付引当金 9,043 8,338

役員退職慰労引当金 68,274 65,399

負ののれん 56,731 57,708

その他 238,072 224,524

固定負債合計 1,914,590 1,987,479

負債合計 6,966,741 8,658,473

純資産の部   

株主資本   

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 971,825 1,040,676

自己株式 △17,054 △17,054

株主資本合計 1,613,402 1,682,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,016 3,804

土地再評価差額金 510,245 510,245

評価・換算差額等合計 522,261 514,049

少数株主持分 294,528 291,705

純資産合計 2,430,192 2,488,009

負債純資産合計 9,396,933 11,146,482
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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：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 4,355,573 2,682,806

売上原価 3,964,272 2,431,030

売上総利益 391,301 251,776

販売費及び一般管理費 291,651 276,864

営業利益又は営業損失（△） 99,650 △25,088

営業外収益   

受取利息 3,593 3,438

受取配当金 283 141

デリバティブ評価益 4,504 －

受取保険金 3,813 30,000

その他 5,061 6,405

営業外収益合計 17,256 39,985

営業外費用   

支払利息 19,407 12,926

その他 12,887 5,819

営業外費用合計 32,294 18,745

経常利益又は経常損失（△） 84,611 △3,848

特別利益   

貸倒引当金戻入額 214 2,333

償却債権取立益 － 2,000

固定資産売却益 － 866

特別利益合計 214 5,199

特別損失   

たな卸資産評価損 33,110 －

固定資産除却損 16 11,182

特別損失合計 33,126 11,182

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

51,700 △9,830

法人税、住民税及び事業税 49,239 32,531

法人税等調整額 △10,179 △17,871

法人税等合計 39,060 14,660

少数株主利益 22,864 13,023

四半期純損失（△） △10,224 △37,514
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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
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(1) 個別受注実績      (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
(注)1.受注高は、当該四半期までの累計額 

2.パーセント表示は、前年同四半期増減率 

(参考)受注実績内訳      (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

(単位:百万円) 

 
(注)1.受注高は、当該四半期までの累計額 

2.( )内のパーセント表示は、構成比率 

  

(2) 個別受注実績に関する定性的情報等 

 第１四半期の個別受注実績は、土木工事においては、民間工事が減少したものの、官公庁工事が前年同期

比43.5%増加したことにより、土木工事全体としては、前年同期比20.4%の増加となりました。しかしなが

ら、建築工事においては、官公庁工事、民間工事とも減少し前年同期比23.6%の減少となり、その結果、建

設事業全体としては、前年同期比13.4%の減少となりました。 

6. その他の情報

【四半期個別受注の状況】

受注高

21年３月期第１四半期 2,968百万円 13.5％

22年３月期第１四半期 2,571百万円 △13.4％

区    分
平成22年３月期
第１四半期

平成21年３月期
第１四半期

比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

土 
  
木

官 公 庁 767 (29.8％) 534 (18.0％) 232 43.5％

民   間 65 (2.5  ) 156 (5.3  ) △91 △58.3  

計 832 (32.3  ) 691 (23.3  ) 141 20.4  

建 
  
築

官 公 庁 1,338 (52.1  ) 1,413 (47.6  ) △75 △5.3  

民   間 401 (15.6  ) 864 (29.1  ) △463 △53.6  

計 1,739 (67.7  ) 2,277 (76.7  ) △538 △23.6  

合 
  
計

官 公 庁 2,105 (81.9  ) 1,947 (65.6  ) 157 8.1  

民   間 466 (18.1  ) 1,021 (34.4  ) △554 △54.3  

計 2,571 (100.0  ) 2,968 (100.0  ) △397 △13.4  
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