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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 10,126 35.1 △2,158 ― △2,687 ― △1,759 ―

21年3月期第1四半期 7,497 ― △3,266 ― △3,543 ― △2,838 ―

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 △10.70 ―

21年3月期第1四半期 △17.25 ―

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 40,132 10,785 26.6 64.96
21年3月期 48,558 12,427 25.4 74.95

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,685百万円 21年3月期  12,329百万円

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  

（注）平成２２年３月期の配当予想額につきましては、未定であります。 

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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

27,000 23.8 △1,900 ― △2,300 ― △2,400 ― △14.59

通期 74,000 2.9 1,200 ― 1,200 ― 1,100 ― 6.69
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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  有  
（注）詳細は、３、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）をご参照ください。 

(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）をご参照ください。 

(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 

（１）平成２２年３月期の業績予想は、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、実際の業績は今後のさまざまな要因によって予
想数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、決算短信（連結）添付資料３ページ記載の「連結業績予想に関する定性的情報」
をご参照下さい。 
（２）平成２２年３月期の配当予想につきましては、今後の経済情勢及び建設業界の状況が先行き不透明であること等から、現時点においては未定として
おります。今後の業績の進展の状況や財務状況を総合的に勘案いたしました上で、決定次第速やかに開示するものといたしますが、その時期は未定で
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 182,025,228株 21年3月期  182,025,228株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  17,537,946株 21年3月期  17,537,631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 164,487,453株 21年3月期第1四半期 164,488,394株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整が一巡したことやアジア市場への輸出の

回復などにより、一部に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益悪化により民間設備投資は停滞

し、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

 建設業界におきましても、民間設備投資の減少や住宅市況の低迷など、引き続き厳しい経営環境とな

りました。 

このような環境の下、当社グループは、収益確保に向け、経営基盤の効率化やコスト削減策などの諸

施策に取り組んでまいりました。受注高は競争が一層激化したことなどが影響し、10,502百万円（前年

同四半期比53.1％減）に止まりましたが、売上高は10,126百万円（前年同四半期比35.1％増）と増収と

なりました。 

 なお、部門別の受注・売上・繰越高につきましては９ページに記載しております。 

 損益につきましては、営業損失は2,158百万円(前年同四半期は3,266百万円の損失)、経常損失は

2,687百万円（前年同四半期は3,543百万円の損失）となり、さらに四半期純損失は1,759百万円（前年

同四半期は2,838百万円の損失）となりました。 

  

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の総資産は、完成工事未収入金等が減少したこと等により前連結会計年

度末に比べて8,426百万円減少し、40,132百万円となりました。 

 負債は、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べて6,784百万円減少し、29,347百万円となり

ました。 

 純資産は、当第１四半期連結累計期間での四半期純損失の計上もあり、前連結会計年度末に比べて

1,642百万円減少し10,785百万円となりました。 

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の残高は、前連結会計年度末残高に比べ30

百万円増加し、5,158百万円（前年同四半期は5,444百万円）となりました。 

 当第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、未成工事支出金の増加、仕入債

務の減少等もありましたが、売上債権が大きく減少したこと等により4,258百万円の収入超過となりま

した。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却等により128百万円の収入超過となりま

した。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により4,356百万円の支出超過となりまし

た。 

  

平成21年5月11日に公表いたしました平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績

予想に変更はありません。業績の見通しに変更等が生じる場合には、速やかに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

ものと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

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

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法
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法人税等の納付税額の算定に関しては、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する

方法によっております。 

 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、又は、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、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に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（会計処理の変更） 

 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年以上、かつ請負金額３億

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

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日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期１年以上、かつ請負金

額３億円以上）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に比べ、当第１四半期連結累計期間に係る完成工事高は    

1,706百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が、それぞれ140百万円減少し

ております。 

  

 ②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

(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：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   

現金及び預金 5,165 5,138

受取手形・完成工事未収入金等 10,532 20,567

有価証券 20 20

未成工事支出金等 3,932 2,242

販売用不動産 708 740

材料貯蔵品 599 639

その他 4,420 4,144

貸倒引当金 △178 △236

流動資産合計 25,199 33,254

固定資産   

有形固定資産 5,548 5,458

無形固定資産 499 503

投資その他の資産   

その他 11,751 12,213

貸倒引当金 △2,865 △2,870

投資その他の資産合計 8,886 9,343

固定資産合計 14,933 15,304

資産合計 40,132 48,558

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,340 15,742

短期借入金 5,863 10,166

未払法人税等 20 112

未成工事受入金等 5,569 5,050

引当金 273 369

その他 1,566 2,171

流動負債合計 26,631 33,610

固定負債   

退職給付引当金 1,078 1,056

引当金 11 13

その他 1,627 1,453

固定負債合計 2,716 2,521

負債合計 29,347 36,131
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 14,756 14,756

利益剰余金 △8,932 △7,172

自己株式 △251 △251

株主資本合計 10,573 12,333

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82 △20

繰延ヘッジ損益 － △0

為替換算調整勘定 30 16

評価・換算差額等合計 112 △4

少数株主持分 100 98

純資産合計 10,785 12,427

負債純資産合計 40,132 48,558
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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：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 6,561 9,526

兼業事業売上高 936 600

売上高合計 7,497 10,126

売上原価   

完成工事原価 6,098 9,817

兼業事業売上原価 500 402

売上原価合計 6,598 10,219

売上総利益   

完成工事総利益 463 △291

兼業事業総利益 435 198

売上総利益合計 899 △93

販売費及び一般管理費 4,165 2,065

営業損失（△） △3,266 △2,158

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 11 4

特許実施収入 － 15

受取賃貸料 － 10

為替差益 17 －

その他 23 3

営業外収益合計 51 34

営業外費用   

支払利息 28 41

支払手数料 41 3

持分法による投資損失 245 490

その他 13 28

営業外費用合計 328 562

経常損失（△） △3,543 △2,687

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 61

移転補償金 443 －

その他 26 1

特別利益合計 469 62

特別損失   

投資有価証券評価損 159 －

その他 0 0

特別損失合計 160 0

税金等調整前四半期純損失（△） △3,234 △2,625

法人税、住民税及び事業税 16 15

法人税等調整額 △409 △883

法人税等合計 △393 △868

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 2

四半期純損失（△） △2,838 △1,759
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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 △3,234 △2,625

減価償却費 125 203

のれん償却額 1,599 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 164 △62

退職給付引当金の増減額（△は減少） △115 22

その他の引当金の増減額（△は減少） △255 △96

受取利息及び受取配当金 △11 △6

支払利息 28 41

支払手数料 41 3

持分法による投資損益（△は益） 245 490

投資有価証券評価損益（△は益） 159 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,797 10,035

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,165 △1,690

仕入債務の増減額（△は減少） △756 △2,402

未成工事受入金等の増減額（△は減少） 2,563 519

未払消費税等の増減額（△は減少） △689 △394

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,736 373

その他の流動負債の増減額（△は減少） 473 △183

その他 △139 173

小計 △904 4,402

利息及び配当金の受取額 11 6

利息の支払額 △28 △57

法人税等の支払額 △102 △92

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,023 4,258

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △377 △50

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 158

投資有価証券の取得による支出 △1 △0

投資有価証券の売却による収入 2 16

貸付けによる支出 △4 △7

貸付金の回収による収入 14 9

その他 － 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △364 128

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △3,703

リース債務の返済による支出 － △49

長期借入金の返済による支出 △600 △600

配当金の支払額 △307 －

その他 △13 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △921 △4,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,311 30

現金及び現金同等物の期首残高 7,755 5,128

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,444 5,158
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

   当社グループにおける事業の状況は、以下のとおりであります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６. その他の情報

部門別受注高・売上高・繰越高（連結ベース）

（単位:百万円）

区 
分

前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

比   較期  別
（自 平成20年 4月 1日  

  
（自 平成21年 4月 1日  

  

  至 平成20年 6月30日）  至 平成21年 6月30日）

部  門 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 増減率（％）

受 
注 
高

建 
設 
工 
事

土  木 13,419 59.9 5,823 55.5 △ 7,596 △ 56.6

地盤改良 7,383 32.9 3,497 33.3 △ 3,886 △ 52.6

小  計 20,802 92.8 9,320 88.8 △ 11,481 △ 55.2

ブロックその他 1,613 7.2 1,181 11.2 △ 431 △ 26.8

計 22,414 100.0 10,502 100.0 △ 11,913 △ 53.1

（官公庁） (11,688) (52.1) (4,733) (45.1) (△6,954) (△59.5) 

（民 間） (10,727) (47.9) (5,768) (54.9) (△4,958) (△46.2)

売 
上 
高

建 
設 
工 
事

土    木 4,534 60.5 6,974 68.9 2,440 53.8

地盤改良 2,027 27.0 2,552 25.2 524 25.9

小  計 6,561 87.5 9,526 94.1 2,964 45.2

ブロックその他 936 12.5 600 5.9 △ 336 △ 35.9

計 7,497 100.0 10,126 100.0 2,629 35.1

（官公庁） (3,653) (48.7) (5,888) (58.2) (2,235) (61.2)

（民 間） (3,844) (51.3) (4,238) (41.8) (394) (10.3)

繰 
越 
高

建 
設 
工 
事

土  木 47,736 74.9 40,467 80.9 △ 7,269 △ 15.2

地盤改良 14,637 22.9 8,323 16.6 △ 6,314 △ 43.1

小  計 62,373 97.8 48,790 97.5 △ 13,583 △ 21.8

ブロックその他 1,397 2.2 1,224 2.5 △ 173 △ 12.4

計 63,770 100.0 50,014 100.0 △ 13,756 △ 21.6

（官公庁） (38,717) (60.7) (35,414) (70.8) (△3,303) (△8.5)

（民 間） (25,053) (39.3) (14,600) (29.2) (△10,453) (△41.7)

㈱不動テトラ（1813）　平成22年３月期第１四半期決算短信

9




