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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 8,350 48.6 △605 ― △614 ― △544 ―
21年3月期第1四半期 5,618 ― △1,778 ― △1,745 ― △1,960 ―

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 △10.34 ―
21年3月期第1四半期 △37.22 ―

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 61,109 26,456 43.3 502.37
21年3月期 64,953 27,016 41.6 512.99

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  26,456百万円 21年3月期  27,016百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 8.00 8.00

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

31,500 53.5 △1,000 ― △900 ― △1,000 ― △18.99

通期 76,000 20.5 1,200 ― 1,200 ― 1,000 ― 18.99



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 
業績予想につきましては、本資料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数値と異
なる結果に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 57,804,450株 21年3月期  57,804,450株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,140,934株 21年3月期  5,140,631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 52,663,594株 21年3月期第1四半期 52,666,596株



  当第１四半期連結会計期間における建設業界は、平成20年度補正予算の効果もあり、公共建設投資は堅調に推移 

 しました。一方、民間設備投資は企業業績の悪化に伴い大幅に減少したため、全体として厳しい経営環境が続きま 

 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は、当社において大型の繰越工事が 

 完成計上されたことと、海外子会社における大型地盤改良工事の進捗が順調だったこと等により、前年同期比 

 48.6％増の83億５千万円となりました。 

  利益面では、上記のとおり、売上高が増加したことに加え、当社において大型の高採算工事が完成計上されたこ 

 と及び海外子会社の大型地盤改良工事の採算が向上したことにより、売上総利益は前年同期比175.4％増の14億９千

 ４百万円となりました。 

  営業損益・経常損益は売上総利益が増加したことに加え、当社において機構改革を実施したことに伴い、販売費 

 及び一般管理費が減少したため、各々６億５百万円の損失（前年同期は17億７千８百万円の損失）、６億１千４百 

 万円の損失（前年同期は17億４千５百万円の損失）となりました。  

   また、四半期純損益は５億４千４百万円の損失（前年同期は19億６千万円の損失）となりました。  

  

  なお、当第１四半期連結会計期間における受注の状況は以下のとおりです。  

  

  

  

  

（資産）  

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ38億４千３百万円減少いたしました。 

その主な要因は、未成工事支出金が42億８千万円増加したものの、工事代金の回収が順調であったこと等により受

取手形・完成工事未収入金等が94億１千８百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ32億８千３百万円減少いたしました。 

その主な要因は、未成工事受入金が40億１千６百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等が52億５千１百万

円減少したこと及び短期借入金が14億８千９百万円減少したことによるものです。 

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ５億５千９百万円減少いたしました。 

その主な要因は、その他有価証券評価差額金が４億９百万円増加したものの、四半期純損益が５億４千４百万円の損

失であったこと及び前連結会計年度末の剰余金の配当が４億２千１百万円あったこと等により、利益剰余金が９億５

千８百万円減少したことによるものです。 

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

事業・工種別 

平成21年３月期第１四半期 平成22年３月期第１四半期 

比較増減 増減率 
受注高（百万円） 構成比 受注高（百万円） 構成比 

 法面保護工事 3,044 14.2% 4,102 26.3% 1,058 34.8%

 地すべり対策工事 1,659 7.8% 2,995 19.2% 1,336 80.5%

 基礎・地盤改良工事 11,623 54.4% 5,094 32.7% △6,529 △56.2%

 補修・補強工事 1,200 5.6% 498 3.2% △702 △58.5%

 環境修復工事 879 4.1% 264 1.7% △614 △69.9%

 管きょ工事 237 1.1% 208 1.3% △28 △12.0%

 一般土木工事 778 3.6% 347 2.2% △430 △55.3%

 建築工事 1,498 7.0% 1,666 10.7% 168 11.2%

 その他工事 458 2.1% 409 2.6% △49 △10.8%

合計 21,379 100.0% 15,587 100.0% △5,792 △27.1%

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

   業績は計画どおり堅調に推移しており、現時点では平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想に変更は 

 ありません。   

  

  

該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実地たな 

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。 

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 

 法人税等の納付税額の計算に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しており 

ます。繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業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場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタッ 

クス・プランニングを利用する方法を適用しております。 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策定しているため、該当予算に 

基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

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、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、売上高は430百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

54百万円減少しております。 

  

  

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：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   

現金預金 10,345 8,622

受取手形・完成工事未収入金等 9,852 19,271

未成工事支出金 19,536 15,256

商品及び製品 4 6

仕掛品 23 28

材料貯蔵品 156 141

その他のたな卸資産 143 143

その他 1,566 1,926

貸倒引当金 △184 △261

流動資産合計 41,444 45,134

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,630 2,673

機械・運搬具（純額） 2,011 2,157

土地 9,337 9,337

リース資産（純額） 75 74

建設仮勘定 9 11

その他（純額） 283 321

有形固定資産計 14,347 14,575

無形固定資産 371 388

投資その他の資産   

投資有価証券 3,027 2,717

その他 2,755 2,998

貸倒引当金 △836 △861

投資その他の資産計 4,946 4,854

固定資産合計 19,665 19,818

資産合計 61,109 64,953

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,040 17,292

短期借入金 3,329 4,818

未払法人税等 75 184

未成工事受入金 14,261 10,244

完成工事補償引当金 35 39

工事損失引当金 340 590

未払費用 521 1,556

その他 1,501 894

流動負債合計 32,105 35,621



（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) 

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,393 1,393

退職給付引当金 168 180

債務保証損失引当金 137 137

長期未払金 488 488

長期借入金 250 －

負ののれん 9 10

その他 101 104

固定負債合計 2,548 2,315

負債合計 34,653 37,937

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 16,760 17,719

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 27,540 28,498

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △158 △567

土地再評価差額金 △964 △964

為替換算調整勘定 38 49

評価・換算差額等合計 △1,084 △1,482

純資産合計 26,456 27,016

負債純資産合計 61,109 64,953



（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   

完成工事高 5,542 8,257

兼業事業売上高 75 93

売上高合計 5,618 8,350

売上原価   

完成工事原価 5,039 6,789

兼業事業売上原価 35 66

売上原価合計 5,075 6,856

売上総利益   

完成工事総利益 503 1,468

兼業事業総利益 39 26

売上総利益合計 542 1,494

販売費及び一般管理費 2,320 2,100

営業損失（△） △1,778 △605

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 22 16

受取ロイヤリティー 7 11

受取賃貸料 12 9

負ののれん償却額 1 1

その他 18 19

営業外収益合計 63 61

営業外費用   

支払利息 8 14

為替差損 1 24

支払保証料 2 1

その他 18 29

営業外費用合計 30 69

経常損失（△） △1,745 △614

特別利益   

前期損益修正益 3 1

貸倒引当金戻入額 38 101

固定資産売却益 0 4

その他 0 0

特別利益合計 42 107



（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) 

特別損失   

前期損益修正損 2 11

固定資産売却損 26 4

退職特別加算金 115 －

その他 0 0

特別損失合計 145 16

税金等調整前四半期純損失（△） △1,848 △523

法人税、住民税及び事業税 23 21

法人税等調整額 87 －

法人税等合計 111 21

四半期純損失（△） △1,960 △544



 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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