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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 1,287 13.0 △248 ― △239 ― △127 ―

21年3月期第1四半期 1,139 69.3 △172 ― △163 ― △97 ―

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 △24.59 ―

21年3月期第1四半期 △18.74 ―

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 6,914 4,450 64.4 860.24
21年3月期 7,993 4,673 58.5 903.16

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,450百万円 21年3月期  4,673百万円

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 ― 19.00 19.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 19.00 19.00

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  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 
累計期間

3,500 5.6 △200 ― △200 ― △110 ― △21.26

通期 10,200 △10.6 620 △8.6 630 △10.7 350 △15.2 67.64



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、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。 

(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） 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

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 5,205,000株 21年3月期  5,205,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  30,968株 21年3月期  30,468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 5,174,142株 21年3月期第1四半期 5,177,197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．平成22年３月期の業績予想は、「平成21年３月期 決算短信（非連結）」（平成21年５月11日付）において公表した金額より変更しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



   
 

 

 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、生産や輸出で改善の兆候が見られたものの、企業

収益が低迷するなか、設備投資の大幅減少、雇用情勢の悪化など、先行きは依然不透明な状況にあ

りました。 

 当防食業界におきましては、民間設備投資の冷え込みに加え、受注競争の激化もあり、事業環境

は厳しい状況でありました。 

 このような状況下、当社は市場における需要の拡大に努めてまいりましたが、受注高は前年同

期に比べ港湾及びＲＣ関連の大型工事が少なく９億８千４百万円減の 17 億４千３百万円となりま

した。 

 売上高は当事業年度から適用されました工事進行基準による売上高２億７千５百万円により、前

年同期に比べ１億４千７百万円増の 12 億８千７百万円となりました。 

 損益面につきましては原材料の有利購買、社内経費の節減に努めましたが、工事損失引当金の計

上等もあり、経常損失は前年同期に比べ７千６百万円減益の２億３千９百万円となりました。また、

特別損益及び法人税、住民税及び事業税控除後の四半期純損失は前年同期に比べ３千万円減益の１

億２千７百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 10 億７千８百万円減少し 69 億１

千４百万円となりました。主な減少要因は完成工事未収入金及び売掛金の減少 24 億６千８百万円、

現金預金の減少２億３千２百万円であり、主な増加要因は関係会社預け金の増加 10 億５百万円、未

成工事支出金の増加２億５千７百万円、受取手形の増加１億３千万円、繰延税金資産の増加８千１

百万円によるものであります。 

 負債につきましては前事業年度末に比べ８億５千６百万円減少し、24 億６千３百万円となりまし

た。主な減少要因は工事未払金の減少３億７千４百万円、その他に含まれる未払法人税等の減少３

億３千 7百万円、賞与引当金の減少１億５千７百万円によるものであります。 

 純資産につきましては前事業年度末に比べ２億２千２百万円減少し、44 億５千万円となりました。

主な減少要因は四半期純損失１億２千７百万円と配当金９千８百万円による利益剰余金の減少２億

２千５百万円によるものであります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末の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７億７千３

百万円増加し、21 億７千１百万円となりました。 

 当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況と増減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） 

 営業活動による資金の増加は８億６千６百万円（前年同期に比べ３百万円の資金減少）となりま

した。資金の主な増加要因は売上債権の減少 23 億３千７百万円であり、資金の主な減少要因は仕入

債務の減少４億６千８百万円、法人税等の支払額３億３千３百万円、未成工事支出金の増加２億５

千７百万円、税引前四半期純損失２億６百万円、賞与引当金の減少１億５千７百万円によるもので

あります。 

 



   
 

 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は１千９百万円（前年同期に比べ４百万円の資金増加）となりました。

資金の主な減少要因は事業活動に必要な有形固定資産の取得による支出１千８百万円によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は７千３百万円（前年同期に比べ８百万円の資金減少）となりました。

資金の主な減少要因は配当金７千３百万円の支払いによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

   平成 21 年５月 11 日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 

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 

税金費用につきましては、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

(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 

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負契約に係る収益の計上基準については、従来、全ての工事について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 四半期会計期間より適用し、当第 1 四半期会計期間に着手した工事契約から、当第 1 四半期会

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 275,771 千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、そ

れぞれ 14,028 千円減少しております。 

 ②表示方法の変更 
 （貸借対照表） 
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年

８月７日内閣府令第 50 号）が適用となることに伴い、前第１四半期会計期間において、「商品」「製

品」として掲記されていたものは、当第１四半期会計期間は「商品及び製品」と一括して掲記して

おります。なお、当第１四半期会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ 180,361 千円、 

  139,814 千円であります。 

 



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 362,794 594,872 

受取手形 802,070 671,447 

完成工事未収入金 1,075,920 3,176,760 

売掛金 499,562 867,014 

商品及び製品 320,176 265,504 

未成工事支出金 543,199 286,085 

仕掛品 72 61 

材料貯蔵品 121,528 83,182 

繰延税金資産 284,926 200,967 

関係会社預け金 1,808,279 803,110 

その他 51,074 64,096 

貸倒引当金 △53,940 △92,979 

流動資産合計 5,815,664 6,920,123 

固定資産   

有形固定資産   

建物 234,131 226,266 

その他 274,206 259,833 

有形固定資産合計 508,338 486,100 

無形固定資産 32,652 34,564 

投資その他の資産   

繰延税金資産 344,579 346,833 

その他 355,170 344,958 

貸倒引当金 △142,370 △139,546 

投資その他の資産合計 557,378 552,245 

固定資産合計 1,098,369 1,072,910 

資産合計 6,914,034 7,993,033 

負債の部   

流動負債   

支払手形 890,862 1,004,225 

工事未払金 209,450 584,326 

未成工事受入金 94,007 61,799 

完成工事補償引当金 7,720 7,777 

工事損失引当金 36,730 － 

賞与引当金 123,000 280,000 

その他 482,693 701,940 

流動負債合計 1,844,464 2,640,068 

固定負債   

退職給付引当金 597,006 619,938 



（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) 

役員退職慰労引当金 21,662 59,595 

固定負債合計 618,669 679,533 

負債合計 2,463,133 3,319,602 

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,350 866,350 

資本剰余金 753,385 753,385 

利益剰余金 2,840,234 3,065,781 

自己株式 △15,834 △15,565 

株主資本合計 4,444,134 4,669,951 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,765 3,480 

評価・換算差額等合計 6,765 3,480 

純資産合計 4,450,900 4,673,431 

負債純資産合計 6,914,034 7,993,033 



（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 632,762 845,617 

製品等売上高 507,013 441,839 

売上高合計 1,139,775 1,287,456 

売上原価   

完成工事原価 532,942 813,677 

製品等売上原価 346,076 283,207 

売上原価合計 879,019 1,096,885 

売上総利益   

完成工事総利益 99,819 31,939 

製品等売上総利益 160,936 158,631 

売上総利益合計 260,756 190,571 

販売費及び一般管理費 432,998 439,335 

営業損失（△） △172,242 △248,763 

営業外収益   

受取利息 4,255 5,505 

その他 5,380 3,467 

営業外収益合計 9,636 8,972 

営業外費用   

営業外費用合計 439 － 

経常損失（△） △163,045 △239,791 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,588 39,038 

特別利益合計 7,588 39,038 

特別損失   

固定資産除却損 41 5,587 

特別損失合計 41 5,587 

税引前四半期純損失（△） △155,498 △206,339 

法人税、住民税及び事業税 △58,473 △79,108 

法人税等合計 △58,473 △79,108 

四半期純損失（△） △97,024 △127,230 



（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   

税引前四半期純損失（△） △155,498 △206,339 

減価償却費 20,673 18,523 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,546 △36,214 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 107 △57 

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 36,730 

賞与引当金の増減額（△は減少） △145,000 △157,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,223 △22,932 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,052 △37,932 

受取利息及び受取配当金 △4,572 △5,836 

固定資産除却損 41 5,587 

売上債権の増減額（△は増加） 2,453,128 2,337,669 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △718,577 △257,113 

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △36,407 △93,030 

仕入債務の増減額（△は減少） △411,385 △468,921 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 50,475 32,208 

その他 93,365 49,591 

小計 1,092,526 1,194,932 

利息及び配当金の受取額 4,572 5,836 

法人税等の支払額 △227,103 △333,847 

営業活動によるキャッシュ・フロー 869,995 866,921 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,184 △1,231 

有形固定資産の取得による支出 △20,446 △18,329 

無形固定資産の取得による支出 △2,700 △300 

貸付金の回収による収入 59 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,271 △19,861 

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 △1,335 △269 

配当金の支払額 △64,150 △73,699 

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,485 △73,969 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 780,238 773,090 

現金及び現金同等物の期首残高 728,296 1,397,982 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,508,535 2,171,073 



 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



６．その他の情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 2,260,301 82.8 1,319,847 75.7 △ 940,454 8,667,165 81.1

製品等販売部門 468,381 17.2 423,880 24.3 △ 44,500 2,015,448 18.9

2,728,682 100.0 1,743,727 100.0 △ 984,955 10,682,614 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 632,762 55.5 845,617 65.7 212,854 8,641,472 75.8

製品等販売部門 507,013 44.5 441,839 34.3 △ 65,173 2,763,798 24.2

1,139,775 100.0 1,287,456 100.0 147,680 11,405,270 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 3,108,077 77.2 1,980,461 91.2 △ 1,127,615 1,506,231 87.8

製品等販売部門 919,384 22.8 191,707 8.8 △ 727,677 209,666 12.2

4,027,461 100.0 2,172,168 100.0 △ 1,855,292 1,715,897 100.0

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

合　　　　　　計

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）

金　　　額 構成比

（自　平成20年４月１日

金　　　額

前第１四半期累計期間

合　　　　　　計

合　　　　　　計

　至　平成20年６月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成21年６月30日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成21年４月１日

金　　　額

当第１四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比

（平成20年６月30日） （平成21年６月30日）

　至　平成21年６月30日）

（自　平成20年４月１日

金　　　額

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比

区　　　　　　分

金　　　額

（平成21年３月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成21年３月31日）

（自　平成20年４月１日

　至　平成21年３月31日）

当第１四半期累計期間
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