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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,618 △10.6 △159 ― △153 ― 183 287.6
21年3月期第1四半期 1,810 ― 26 ― 50 ― 47 ―

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 18.48 ―
21年3月期第1四半期 4.77 ―

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 7,563 4,640 61.4 466.43
21年3月期 7,796 4,456 57.2 447.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,640百万円 21年3月期  4,456百万円

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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 
累計期間

4,000 △19.7 △150 ― △130 ― 200 △24.0 20.10

通期 10,000 0.2 50 △76.0 50 △72.2 350 184.6 35.18
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  50,364株 21年3月期  50,364株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期  9,949,636株 21年3月期第1四半期  9,950,954株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値
と異なる結果となる可能性があります。 
（２）第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、本日（平成21年８月７日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な経済危機

のなか、経済指標等に多少明るい兆しが見えるというものの依然として実体経済の先行きは厳しい状況が続くも

のと思われます。 

このような状況の中で建設業界におきましても、民間企業の設備投資意欲の減退、特にマンション等の住宅投

資については回復の兆しも見えない状況であります。公共工事におきましても、補正予算等により発注の前倒し

が叫ばれておりますが、国、地方公共団体の財政事情は削減状態に歯止めが掛からず、引き続き低水準で推移し

ており受注環境は相変わらず厳しい状況に置かれております。 

当社の場合は、主として地盤関連技術の専門工事に特化し時代のニーズに合った新技術の開発、または改良を

行い固有の技術力の向上を図りつつ相応した事業規模で選択と集中を基本方針とし堅実に経営を続けてまいりま

した。 

当第１四半期会計期間も、当社の保有する多様な工法、技術を有効に活用しながら、営業、施工、技術開発、

管理それぞれの部門が密接に連携を図り、受注、完成工事高及び利益等の計画達成に全力を挙げて取り組んでま

いりました。 

受注高につきましては、財源難による公共工事の削減、恒常的な供給過剰からなる価格競争の激化、また一部

工事の発注時期のずれ込み等もあり13億61百万円（前年同四半期比16.2％減）となりました。 

完成工事高につきましては、前事業年度より早期適用いたしました工事進行基準の影響により繰越工事高が減

少していること、また一部工事の着工遅れ等により16億18百万円（前年同四半期比10.6％減）となりました。 

利益につきましては、受注競争の激化により工事採算が悪化する中、施工プロセスの見直し等工事原価低減策

を実施してまいりましたが、前事業年度からの繰越工事高の減少、手持工事の着工遅れ等により、営業損益は１

億59百万円の営業損失（前年同四半期は26百万円の営業利益）となり、経常損益は１億53百万円の経常損失（前

年同四半期は50百万円の経常利益）となりました。 

また、四半期純損益は、本社事務所移転に伴う特別利益が発生した為、１億83百万円の四半期純利益（前年同

四半期比287.6％増）となりました。   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

第１四半期会計期間末の総資産につきましては、75億63百万円であり、前事業年度末に比べ２億32百万円

減少となりました。主な要因は、完成工事未収入金等の減少によるものであります。 

総負債につきましては、29億22百万円であり、前事業年末に比べ４億16百万円減少となりました。主な要

因は、未成工事受入金の減少によるものであります。 

純資産につきましては、46億40百万円であり、前事業年度末に比べ１億84百万円増加となりました。自己

資本率は61.4％（前事業年度は57.2％）となっております。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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、前事業年度末に比べ

19百万円減少し、15億16百万円となりました。 

  

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は20百万円（前年同四半期は３億63百万円の獲得）となりました。 

これは主に、売上債権の減少が発生したものの、仕入債務の減少、未成工事受入金の減少及びその他

流動資産の増加によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は33百万円（前年同四半期は１億87百万円の使用）となりました。 

これは主に、定期預金の払戻によるものであります。 

  

（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32百万円（前年同四半期比7.6％増）となりました。 

これは主に、配当金の支払によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 当第１四半期累計期間の業績を勘案し、平成21年５月18日に公表した平成22年３月期第２四半期累計期間及び

通期の業績予想の修正をいたしました。 

 なお、当該修正に関する開示は、本日（平成21年８月７日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。   

  

税金費用の計算 

税金費用につきましては、税務上の加減算項目及び税額控除項目を重要なものに限定する簡便な方法に

より計算しております。   

  

 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きましては、前第１四半期会計期間から、「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）を早期適用しております。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

（３）追加情報
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,934,109 1,894,889

受取手形・完成工事未収入金等 2,215,800 2,704,837

未成工事支出金 234,093 291,773

その他 491,528 188,418

貸倒引当金 △44,273 △45,702

流動資産合計 4,831,258 5,034,216

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 285,804 290,094

機械・運搬具（純額） 734,949 713,968

土地 293,938 293,938

その他（純額） 38,044 31,568

有形固定資産計 1,352,737 1,329,570

無形固定資産 37,251 39,277

投資その他の資産   

投資有価証券 421,933 373,693

その他 946,219 1,047,531

貸倒引当金 △25,788 △28,267

投資その他の資産計 1,342,364 1,392,957

固定資産合計 2,732,353 2,761,804

資産合計 7,563,611 7,796,021

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,821,800 1,976,143

短期借入金 500,000 500,000

未払金 183,685 351,050

未払法人税等 4,712 15,453

未成工事受入金 51,486 190,494

完成工事補償引当金 1,000 2,700

賞与引当金 87,673 67,002

その他 64,773 56,699

流動負債合計 2,715,131 3,159,543

固定負債   

繰延税金負債 32,356 11,857

退職給付引当金 32,658 35,679

役員退職慰労引当金 100,303 94,434

その他 42,335 37,977

固定負債合計 207,653 179,948

負債合計 2,922,784 3,339,491
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 904,737 904,737

利益剰余金 3,194,879 3,040,822

自己株式 △6,522 △6,522

株主資本合計 4,593,093 4,439,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,733 17,492

評価・換算差額等合計 47,733 17,492

純資産合計 4,640,826 4,456,529

負債純資産合計 7,563,611 7,796,021
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

完成工事高 1,810,742 1,618,778

売上高合計 1,810,742 1,618,778

売上原価   

完成工事原価 1,556,692 1,536,645

売上原価合計 1,556,692 1,536,645

売上総利益   

完成工事総利益 254,050 82,132

売上総利益合計 254,050 82,132

販売費及び一般管理費 227,148 242,018

営業利益又は営業損失（△） 26,901 △159,885

営業外収益   

受取利息 2,253 2,091

受取配当金 3,753 2,987

為替差益 16,803 2,224

その他 2,887 2,396

営業外収益合計 25,698 9,699

営業外費用   

支払利息 2,234 1,842

貸倒引当金繰入額 － 1,319

その他 0 －

営業外費用合計 2,234 3,162

経常利益又は経常損失（△） 50,365 △153,348

特別利益   

前期損益修正益 1,438 2,241

移転補償金 － 330,143

その他 － 487

特別利益合計 1,438 332,872

特別損失   

固定資産売却損 1,095 －

その他 － 952

特別損失合計 1,095 952

税引前四半期純利益 50,708 178,571

法人税、住民税及び事業税 3,259 3,695

法人税等還付税額 － △9,029

法人税等合計 3,259 △5,333

四半期純利益 47,449 183,905
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 50,708 178,571

減価償却費 36,354 48,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △80,298 △3,907

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4,800 △1,700

工事損失引当金の増減額（△は減少） △6,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,000 20,671

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40 △3,021

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,382 5,868

受取利息及び受取配当金 △6,007 △5,078

支払利息 2,234 1,842

固定資産除売却損益（△は益） 1,095 －

売上債権の増減額（△は増加） 199,992 489,036

未成工事支出金の増減額（△は増加） △407,530 57,781

破産更生債権等の増減額（△は増加） 82,767 △1,517

仕入債務の増減額（△は減少） △139,524 △154,343

未成工事受入金の増減額（△は減少） 611,673 △139,008

その他 2,483 △512,747

小計 372,492 △19,346

利息及び配当金の受取額 6,007 5,078

利息の支払額 △2,234 △1,842

法人税等の支払額 △13,129 △13,585

法人税等の還付額 － 9,029

営業活動によるキャッシュ・フロー 363,134 △20,666

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △58,980 △57,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △137,779 △13,522

有形固定資産の売却による収入 66 －

投資有価証券の取得による支出 △199 △200

投資有価証券の売却による収入 2,616 2,700

貸付金の回収による収入 235 －

その他の支出 △2,668 △364

その他の収入 8,783 1,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,927 33,049

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △137 －

配当金の支払額 △29,854 △29,848

その他 － △2,435

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,991 △32,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,460 514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 155,677 △19,387

現金及び現金同等物の期首残高 1,911,429 1,535,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,067,106 1,516,133
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 該当事項はありません。 

  

 ①受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

 （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては期中受注工事高

にその増減額を含めております。従って、期中完成工事高にも係る増減額が含まれております。 

２．期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３．期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

  

②受注工事高 

 （注）官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

期 別 工種別
期首繰越 
工事高 

（百万円） 

期中受注
工事高 

（百万円）

計
（百万円）

期中完成
工事高 

（百万円）

期末繰越工事高 
期中
施工高 

（百万円）
手持工事高
（百万円） 

うち施工高 
（百万円） 

                              ％          

前第１四半期会計期間 地盤注入工  4,509 700 5,210 1,103 4,106  23.4 962 1,347

（自平成20年 

４月１日 

アンカー・斜面安

定工 
 1,153 255 1,409 176 1,233  31.4 387 342

至平成20年 

６月30日） 
地盤改良工  1,499 310 1,810 436 1,373  9.7 133 453

  その他  361 358 719 95 624  8.3 51 130

  計  7,523 1,625 9,149 1,810 7,338  20.9 1,534 2,274

                              ％          

当第１四半期会計期間 地盤注入工  3,299 634 3,934 836 3,097  2.6 80 736

（自平成21年 

４月１日 

アンカー・斜面安

定工 
 1,040 421 1,462 342 1,120  7.1 80 355

至平成21年 

６月30日） 
地盤改良工  1,103 203 1,307 268 1,039  － － 268

  その他  363 102 465 172 293  0.1 0 172

  計  5,807 1,361 7,169 1,618 5,550  2.9 161 1,532

                              ％          

前事業年度 地盤注入工  4,509 4,218 8,727 5,427 3,299  5.5 180 4,890

（自平成20年 

４月１日 

アンカー・斜面安

定工 
 1,153 1,550 2,704 1,664 1,040  6.4 66 1,509

至平成21年 

３月31日） 
地盤改良工  1,499 1,704 3,204 2,100 1,103  － － 1,984

  その他  361 791 1,152 789 363  0.1 0 773

  計  7,523 8,265 15,789 9,981 5,807  4.3 247 9,158

期 別 工種別 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

計  
（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

当第１四半期会計期間 

（自平成21年４月１日 

至平成21年６月30日） 

    

地盤注入工 487 146  634 △9.5

アンカー・斜面安定工 193 227  421 64.8

地盤改良工 163 40  203 △34.3

その他 37 64  102 △71.5

計 883 478  1,361 △16.2
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③完成工事高 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

ます。  

   

   

④手持工事高（平成21年６月30日現在） 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．手持工事高のうち海外工事が10％以上を占めるため、国内と海外を分けて表示しております。 

３．海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

期 別 工種別 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

計  
（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

当第１四半期会計期間 

（自平成21年４月１日 

至平成21年６月30日） 

地盤注入工 501 334  836 △24.2

アンカー・斜面安定工 148 193  342 94.2

地盤改良工 231 37  268 △38.4

その他 86 85  172 80.9

計 968 649  1,618 △10.6

相手先 

前第１四半期会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日）  

当第１四半期会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日）  

金額（百万円) 割合（％）  金額(百万円) 割合（％） 

大成建設㈱  －  －  197  12.2

㈱増岡組  －  －  183  11.3

㈱大林組  618  34.2  －  －

日本国土開発㈱  206  11.4  －  －

工種別 

国内 海外 計 
（Ｂ） 

（百万円） 
  

  
前年同四半
期比（％） 

官公庁 
（百万円） 

民間 
（百万円） 

（Ａ） 
（百万円） 

（Ａ）/（Ｂ）

（％） 
  

地盤注入工  1,698  210  1,188  38.4  3,097  △24.6

アンカー・斜面安定工  446  673  －  －  1,120  △9.2

地盤改良工  796  242  －  －  1,039  △24.4

その他  111  182  －  －  293  △53.0

計  3,053  1,309  1,188  21.4  5,550  △24.4

地域 
前第１四半期会計期間 

（％） 
当第１四半期会計期間 

（％） 

中華民国（台湾）  97.5  100.0

ベトナム社会主義共和国  2.5  －

計  100.0  100.0

（６）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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