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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 9,166 37.3 342 ― 333 ― 311 ―

21年3月期第1四半期 6,676 ― △240 ― △89 ― △162 ―

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 4.81 ―

21年3月期第1四半期 △2.51 ―

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 39,073 9,547 24.4 147.27
21年3月期 42,483 8,906 21.0 137.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,547百万円 21年3月期  8,906百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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  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 
連結累計期間

19,000 39.9 550 ― 450 434.3 400 ― 6.17

通期 36,000 7.1 940 △21.1 700 △49.8 600 ― 9.25



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（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 

1.平成21年５月20日に公表いたしました連結業績予想のうち、第２四半期連結累計期間について本資料において修正しております。 
2.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 69,194,543株 21年3月期  69,194,543株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,361,814株 21年3月期  4,361,814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 64,832,729株 21年3月期第1四半期 64,839,806株



当第１四半期におけるわが国経済は、輸出や生産の一部に回復の兆しが見られるなど下げ止まりつつはあります

が、企業収益は依然厳しく、雇用情勢も極めて厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループの主力事業である橋梁事業につきましては、総合評価制度の浸透により落札価格は安定傾向が続いて

おりますが、総発注量が低調に推移するなど受注環境は依然厳しく、先行き不透明な状況が続いております。 

 このような環境下、当社グループは、従来にも増して協力関係の一体強化を図り、グループの有する製作・架設力

などの総合エンジニアリング力を最大限活かし、受注、売上、利益の安定確保の施策を推進しているところでありま

す。 

当第１四半期の売上高につきましては、生産の効率化など諸施策が奏功し、工場生産、現場工事ともに順調に推移

したことから91億66百万円（前年同期比37.3％増）となりました。 

受注高につきましては、厳しい受注競争が続くなか、採算性重視の営業活動を継続した結果43億48百万円（同

48.8％減）となりました。  

 また、損益につきましては、売上高の増加に加え、生産性の効率化、全社挙げての経費削減など経営全般にわたる

原価低減の効果、設計変更による契約増額から営業利益は３億42百万円（前年同期は２億40百万円の損失）、経常利

益は３億33百万円（前年同期は89百万円の損失）、四半期純利益は３億11百万円（前年同期は１億62百万円の損失）

となりました。 

 当社グループといたしましては、引き続き工事採算の改善に努めてまいります。 

（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390億73百万円となり、前連結会計年度末と比べ34億9百万円の減少と

なりました。  

主な要因は受取手形・完成工事未収入金19億22百万円、現金預金10億37百万円、未成工事支出金９億14百万円

が減少し、投資有価証券５億54百万円が増加したことによるものであります。 

負債合計は295億25百万円となり、前連結会計年度末と比べ40億51百万円の減少となりました。 

主な要因は借入金34億75百万円、支払手形・工事未払金８億84百万円が減少し、未成工事受入金１億２百万円

が増加したことによるものであります。 

純資産は95億47百万円となり、前連結会計年度末と比べ６億41百万円の増加となりました。 

（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（以下「資金」という。）は35億54百万円となり、

前連結会計年度末と比較して10億40百万円の減少となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は25億24百万円（前年同期比38.6％増）となりました。 

 主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益３億23百万円に加え、売上債権の減少19億22百万円、未成工事支

出金等の減少９億14百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少８億84百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は88百万円（同29.2％増）となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出93百万円であります。 

（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34億76百万円（同74.8％増）となりました。 

主な要因は、借入金の返済による支出34億75百万円であります。 

  

 平成21年５月20日に公表いたしました連結業績予想のうち、第２四半期連結累計期間について修正しております。

詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

【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



 該当事項はありません。 

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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。 

③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、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ので、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。   

  

 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（主な基準、工期１年以上、契約金額１億円

以上、進捗率30％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、「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、完成工事高は199,307千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ23,227千円増加しております。  

  

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



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 3,597,993 4,635,803

受取手形・完成工事未収入金 13,572,617 15,495,115

未成工事支出金 2,534,322 3,449,154

その他 530,815 604,713

貸倒引当金 △30,253 △24,881

流動資産合計 20,205,495 24,159,906

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,994,727 11,994,727

その他（純額） 3,178,141 3,176,624

有形固定資産計 15,172,869 15,171,351

無形固定資産 128,379 131,717

投資その他の資産   

投資有価証券 3,301,016 2,746,166

その他 357,887 367,073

貸倒引当金 △91,890 △92,650

投資その他の資産計 3,567,013 3,020,590

固定資産合計 18,868,262 18,323,659

資産合計 39,073,758 42,483,566

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 8,296,572 9,181,437

短期借入金 5,144,712 8,498,954

未払法人税等 27,226 50,869

未成工事受入金 4,127,293 4,024,855

工事損失引当金 432,200 476,500

違約損失引当金 1,083,423 1,071,498

その他の引当金 236,315 250,612

その他 845,875 756,372

流動負債合計 20,193,618 24,311,100

固定負債   

長期借入金 2,924,000 3,045,000

再評価に係る繰延税金負債 3,971,210 3,971,210

退職給付引当金 2,029,024 2,062,799

その他の引当金 71,349 71,349

その他 336,650 115,904

固定負債合計 9,332,234 9,266,262

負債合計 29,525,853 33,577,362



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 4,148,473 4,148,473

利益剰余金 △2,429,866 △2,741,429

自己株式 △943,272 △943,272

株主資本合計 3,775,333 3,463,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 478,009 147,870

土地再評価差額金 5,294,562 5,294,562

評価・換算差額等合計 5,772,571 5,442,432

純資産合計 9,547,905 8,906,203

負債純資産合計 39,073,758 42,483,566



（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) 

完成工事高 6,676,750 9,166,077

完成工事原価 6,450,408 8,339,091

完成工事総利益 226,342 826,986

販売費及び一般管理費 466,662 484,957

営業利益又は営業損失（△） △240,320 342,028

営業外収益   

受取利息 2,028 971

受取配当金 40,457 29,115

負ののれん償却額 107,902 －

その他 42,578 21,612

営業外収益合計 192,966 51,699

営業外費用   

支払利息 37,316 53,925

持分法による投資損失 1,459 1,421

その他 3,495 5,158

営業外費用合計 42,271 60,505

経常利益又は経常損失（△） △89,624 333,223

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,300 788

完成工事補償引当金戻入額 － 2,000

特別利益合計 1,300 2,788

特別損失   

投資有価証券評価損 5,618 －

違約損失引当金繰入額 － 11,925

その他 1,868 786

特別損失合計 7,487 12,712

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（△）

△95,811 323,298

法人税、住民税及び事業税 15,604 14,216

法人税等調整額 51,255 △2,480

法人税等合計 66,860 11,735

四半期純利益又は四半期純損失（△） △162,672 311,562



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△95,811 323,298

減価償却費 97,849 93,751

負ののれん償却額 △107,902 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △547 4,612

工事損失引当金の増減額（△は減少） △294,340 △44,300

受取利息及び受取配当金 △42,486 △30,087

支払利息 37,316 53,925

為替差損益（△は益） 221 －

持分法による投資損益（△は益） 1,459 1,421

売上債権の増減額（△は増加） 2,777,038 1,922,498

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 279,184 914,050

仕入債務の増減額（△は減少） △1,303,531 △884,865

未成工事受入金の増減額（△は減少） 825,357 102,438

その他 △327,523 127,911

小計 1,846,284 2,584,655

利息及び配当金の受取額 42,486 30,087

利息の支払額 △39,719 △58,662

法人税等の支払額 △27,411 △31,410

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,821,639 2,524,670

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △66,571 △93,187

貸付けによる支出 △3,400 △1,870

貸付金の回収による収入 2,577 3,414

その他 △1,474 2,677

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,868 △88,965

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） △1,900,000 △3,350,000

長期借入金の返済による支出 △88,241 △125,242

配当金の支払額 △116 △54

その他 △56 △1,327

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,988,413 △3,476,623

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △235,864 △1,040,918

現金及び現金同等物の期首残高 4,492,076 4,595,300

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,542 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,274,755 3,554,382



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（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



 生産、受注及び販売の状況（連結） 

  

※ 橋梁とは、新設橋梁の設計・製作・現場施工、既設橋梁の維持・補修・補強、橋梁周辺鋼構造物、複合構造物の

設計・製作・現場施工、プレストレストコンクリート橋梁、ＦＲＰ構造物、その他土木事業であります。 

 建築他とは、大空間・超高層建築物、鉄塔、煙突、工場建物、その他鋼構造物の製作・現場施工、既設構造物の

耐震・免震工事、その他の事業であります。 

  

  

６．その他の情報

① 生産の状況             

製品別 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  5,985,699  91.6  6,961,847  90.4  30,584,100  92.8

建築他  546,682  8.4  737,890  9.6  2,382,099  7.2

合計  6,532,381  100.0  7,699,738  100.0  32,966,199  100.0

              

② 受注の状況             

 （受注高）             

製品別 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  7,953,648  93.7  4,036,708  92.8  30,320,892  92.5

建築他  533,995  6.3  312,282  7.2  2,465,041  7.5

合計  8,487,644  100.0  4,348,990  100.0  32,785,934  100.0

              

 （受注残高）             

製品別 

前第１四半期連結会計期間末

（平成20年６月30日） 

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 

（平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  39,332,238  95.4  32,558,387  96.5  36,994,092  95.9

建築他  1,881,412  4.6  1,190,620  3.5  1,572,002  4.1

合計  41,213,650  100.0  33,749,008  100.0  38,566,094  100.0

              

③ 販売の状況             

製品別 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  5,608,307  84.0  8,472,413  92.4  30,313,698  90.2

建築他  1,068,442  16.0  693,664  7.6  3,308,898  9.8

合計  6,676,750  100.0  9,166,077  100.0  33,622,596  100.0
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