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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 3,622 12.7 △294 ― △320 ― △181 ―
21年3月期第1四半期 3,214 ― △692 ― △722 ― △714 ―

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 △11.38 ―
21年3月期第1四半期 △44.74 ―

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 24,648 5,057 20.4 315.13
21年3月期 29,693 5,199 17.4 324.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,029百万円 21年3月期  5,173百万円

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 ― 1.50 1.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 1.50 1.50

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

9,500 △12.6 △730 ― △780 ― △820 ― △51.38

通期 39,000 △6.7 460 △5.0 360 △10.7 260 △23.0 16.29
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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、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 
・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。 
 実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 15,978,500株 21年3月期  15,978,500株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  19,925株 21年3月期  19,925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 15,958,575株 21年3月期第1四半期 15,963,410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、昨年の夏以降からの急激な景気悪化に底打ちの兆し
が見えてきたものの、依然として企業収益の低下や雇用情勢の悪化など厳しい経済環境にあり、未だ、予
断を許さない状況が続いております。 
 道路建設業界におきましても、公共投資は引続き低水準で推移していることから、受注競争が一段と激
化し、厳しい事業環境にありました。 
 当社グループでは、このような状況下、顧客第一・品質重視の経営姿勢を堅持し、工事受注と製品販売
の拡大に向けて既存顧客の深耕や、新規顧客の開拓などに総力を挙げてまいりました。その結果、売上高
は36億２千２百万円（前年同期32億１千４百万円）となりました。利益につきましては、経常損失が３億
２千万円（前年同期の経常損失７億２千２百万円）、四半期当期純損失が１億８千１百万円（前年同期の
四半期純損失７億１千４百万円）となりました。 
 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に比較的集中するた
め、第１四半期から第３四半期の連結会計期間における売上高に比べ第４四半期連結会計期間の売上高が
著しく多くなるといった季節的変動があります。 
  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度に比べて25％減少し、150億５千４百万円となりました。これは、現金預
金が８億６千７百万円、未成工事支出金が24億１千２百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入
金等が89億１千１百万円減少したことなどによります。 
 固定資産は前連結会計年度に比べて１％増加し、95億８千万円となりました。これは投資有価証券が９
千８百万円増加したことなどによります。 
  
（負債） 
流動負債は、前連結会計年度に比べて25％減少し、148億３千６百万円となりました。これは、未成工
事受入金が11億３千３百万円増加し、支払手形・工事未払金等が36億９百万円、短期借入金が20億９千８
百万円それぞれ減少したことなどによります。 
 固定負債は前連結会計年度に比べて１％減少し、47億５千４百万円となりました。これは長期借入金が
５千４百万円減少したことなどによります。 
  
（純資産） 
純資産合計は、前連結会計年度に比べて３％減少し、50億５千７百万円となりました。これは、主とし
て当四半期純損失により利益剰余金が２億５百万円減少したことなどによります。 
  

当第１四半期は、概ね当初に想定した範囲内で推移しており、第２四半期連結累計期間及び通期におき
ましては、平成21年５月19日に公表しました業績予想から変更はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
  

  

・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
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

一般債権の貸倒見積高の算定については、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用しております。 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末
の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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。 

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分する方法により算定しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度以降に経営環境等、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、前連結会計年度末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。 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わな
いで債権と債務を相殺消去しております。 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法
により相殺消去しております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

当連結会計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を採用しております。ただし、当該見積実効税
率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方
法によっております。 
 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

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、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。 
 なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約については、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と比べ、当第１四半期連結累計期間に係る完成工事高は149百
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１百万円減少しておりま
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

 1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法

 2. 棚卸資産の評価方法

 3. 固定資産の減価償却費の算定方法

 4. 退職給付費用の期間按分計算

 5. 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 6. 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去
  連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

  連結会社相互間の取引を相殺消去

 1. 税金費用の計算

(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
 1. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更
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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：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 3,916,699 3,048,736

受取手形・完成工事未収入金等 5,004,195 13,915,963

未成工事支出金 5,313,467 2,901,240

その他のたな卸資産 259,115 230,384

繰延税金資産 169,647 65,592

その他 554,294 304,360

貸倒引当金 △162,912 △276,887

流動資産合計 15,054,506 20,189,390

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,001,629 6,001,629

その他（純額） 2,261,336 2,254,907

有形固定資産合計 8,262,966 8,256,537

無形固定資産 79,837 86,586

投資その他の資産   

投資有価証券 859,416 760,982

長期貸付金 108,678 112,559

破産更生債権等 372,512 309,574

繰延税金資産 3,773 3,773

その他 281,662 283,101

貸倒引当金 △388,515 △323,969

投資その他の資産合計 1,237,527 1,146,021

固定資産合計 9,580,331 9,489,145

繰延資産 13,688 15,209

資産合計 24,648,527 29,693,746

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,790,258 10,400,238

短期借入金 4,114,240 6,213,220

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 236,596 256,596

未払法人税等 18,648 58,235

未成工事受入金 2,962,588 1,828,640

賞与引当金 67,384 107,400

完成工事補償引当金 24,866 24,683

工事損失引当金 18,540 8,550

その他 503,355 683,558

流動負債合計 14,836,476 19,681,123

㈱佐藤渡辺(1807)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

-　5　--　5　-



（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) 

固定負債   

社債 350,000 350,000

長期借入金 294,927 349,076

繰延税金負債 78,693 36,251

再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,170,441

退職給付引当金 2,758,076 2,796,434

その他 102,854 111,157

固定負債合計 4,754,994 4,813,361

負債合計 19,591,470 24,494,485

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 879,334 1,084,841

自己株式 △3,592 △3,592

株主資本合計 3,496,845 3,702,352

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116,755 54,147

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 1,295 2,394

評価・換算差額等合計 1,532,191 1,470,681

少数株主持分 28,020 26,227

純資産合計 5,057,056 5,199,261

負債純資産合計 24,648,527 29,693,746
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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：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) 

売上高 3,214,033 3,622,726

売上原価 3,367,485 3,413,748

売上総利益又は売上総損失（△） △153,452 208,978

販売費及び一般管理費 539,175 503,951

営業損失（△） △692,627 △294,972

営業外収益   

受取利息 2,151 2,051

受取配当金 11,413 7,137

持分法による投資利益 － 122

雑収入 10,108 6,677

営業外収益合計 23,673 15,988

営業外費用   

支払利息 51,981 39,107

雑支出 1,654 2,030

営業外費用合計 53,635 41,137

経常損失（△） △722,589 △320,122

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15,774 49,428

その他 2,077 －

特別利益合計 17,851 49,428

特別損失   

固定資産除却損 105 491

割増退職金 － 1,178

特別損失合計 105 1,669

税金等調整前四半期純損失（△） △704,842 △272,363

法人税、住民税及び事業税 12,535 －

法人税等 － △92,587

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,187 1,792

四半期純損失（△） △714,191 △181,569

㈱佐藤渡辺(1807)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

-　7　--　7　-



(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損失（△） △704,842 △272,363

減価償却費 56,289 68,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,774 △49,428

その他の引当金の増減額（△は減少） 211,817 △68,200

受取利息及び受取配当金 △13,565 △9,188

支払利息 51,981 39,107

持分法による投資損益（△は益） － △122

その他の営業外損益（△は益） △4,932 △4,863

有形固定資産除却損 105 491

その他の特別損益（△は益） △2,077 1,178

売上債権の増減額（△は増加） 11,653,449 9,979,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,357,351 △2,440,957

仕入債務の増減額（△は減少） △3,327,679 △3,610,990

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,152 △451,770

小計 4,549,571 3,180,719

利息及び配当金の受取額 13,418 9,188

利息の支払額 △44,981 △30,748

法人税等の支払額 △51,803 △45,662

その他 △328,412 2,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,137,792 3,116,036

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 △39,683 △57,508

無形固定資産の取得による支出 △750 △144

貸付けによる支出 △34,800 △26,955

貸付金の回収による収入 34,589 30,607

その他 6,489 1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,154 △52,594

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） △2,815,000 △2,100,000

長期借入金の返済による支出 △74,149 △74,149

自己株式の取得による支出 △148 －

配当金の支払額 △13,156 △18,993

その他 － △1,237

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,902,453 △2,194,379

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,706 △1,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,198,477 867,963

現金及び現金同等物の期首残高 2,753,182 3,048,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,951,660 3,916,699
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 平成21年６月30日） 
 該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 平成21年６月30日） 
 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
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（参考）四半期個別受注の概況 
  
 個別受注実績 

 
（注）１．受注高は当該四半期までの累計額であります。 
   ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。 
  
 受注実績内訳 

 
（注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

  

6. その他の情報

受注高

     百万円      ％

22年３月期第１四半期 6,114 8.1

21年３月期第１四半期 5,654 △13.5

前第１四半期
（自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日）

当第１四半期
（自 平成21年４月１日
  至 平成21年６月30日）

増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 舗装工事 4,553 (80.5) 4,652 (76.1) 99 2.2

部 土木工事等 309 ( 5.5) 514 ( 8.4) 204 66.1

門 計 4,863 (86.0) 5,167 (84.5) 304 6.3

製品等販売部門 791 (14.0) 946 (15.5) 155 19.7

合計 5,654 (100 ) 6,114 (100 ) 459 8.1
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