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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） 

※平成21年3月期第1四半期は連結業績を発表しておりましたが、当第1四半期より非連結での業績発表としております。そのため、前年同四半期につい
ては記載しておりません。 

(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 2,089 ― 35 ― 1 ― △11 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △0.07 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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 11,344 1,391 12.3 8.04
21年3月期 12,750 2,053 16.1 11.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,391百万円 21年3月期  2,053百万円

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

4,920 55.5 190 ― 110 ― 60 ― 0.40

通期 11,120 11.5 560 74.1 410 113.8 350 ― 2.33
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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  173,142,890株 21年3月期  173,142,890株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  131,906株 21年3月期  128,600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  173,012,392株 21年3月期第1四半期  132,180,630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．上記業績予想は平成21年5月15日公表の業績予想と変更ありません。本資料の予想は本資料の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、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。 
２．平成21年3月期までは連結業績等を開示しておりましたが、唯一の連結対象子会社であった株式会社エスビーオーの全株式を譲渡し、投資事業から撤
退したため、当第1四半期より非連結による業績等の開示へ変更しております。 
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前第1四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成していたため、前年同四半期との比較を省略してお

ります。 

当第1四半期会計期間におきましては、平成20年度の第二次補正予算や経済危機対策の好影響などが言

われているものの、官公庁からの発注量は、道路特定財源が一般財源化された問題から発注が手控えられ

た前年同四半期会計期間と比較しても減少しており、業界全体としては依然として受注競争の激化が続い

ております。このような状況下ではありましたが、当社は鋭意受注に注力した結果、当社の橋梁の受注高

は26億85百万円、総体として26億92百万円を獲得し、前年同四半期会計期間を大きく上回ることができま

した。 

 完成工事高は、前期末受注残が比較的潤沢であったこと、並びに前会計期間において問題となった鋼材

の供給逼迫が回復したことを受け、橋梁では20億83百万円、総体では20億89百万円となりました。 

 なお、当社は当第1四半期会計期間におきまして、唯一の連結対象子会社であった株式会社エスビーオ

ーの全株式を譲渡し、投資事業から撤退したため、当第1四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成

しておりません。また当社は前年同四半期会計期間においては個別の数値を記載することができません

が、当社連結の前年同四半期会計期間における受注高は、橋梁で4億84 百万円、総体で4億94百万円、完

成工事高は、橋梁で15億98百万円、総体で16億9百万円でありました。 

 損益面では、完成工事高が比較的順調に確保できたことから、営業利益は35百万円、経常利益は1百万

円と、僅かながらも黒字を計上することができました。しかしながら、Ａ種及びＢ種優先株式の買い入

れ、並びに株式会社エスビーオーの全株式譲渡に係る諸費用等を特別損失に計上したため、四半期純損失

は11百万円となりました。 

 なお、前年同四半期会計期間における連結の営業利益は12百万円、経常損失は50百万円、四半期純損失

は57百万円でありました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ14億5百万円減少し113億44百万円（前

事業年度末比11.0％減）となりました。この主な要因は、完成基準工事が進捗したことにより未成工事支

出金が2億21百万円増加した一方で、工事代金の入金により完成工事未収入金が9億60百万円減少したこと

によるものであります。負債については、前事業年度末に比べ7億42百万円減少し99億53百万円（前事業

年度末比6.9％減）となりました。この主な要因は、短期借入金が4億44百万円、未成工事受入金が3億4百

万円それぞれ減少したことによるものであります。純資産については、前事業年度末に比べ6億62百万円

減少し13億91百万円（前事業年度末比32.3％減）となりました。この主な要因は、自己株式を6億51百万

円取得し、11百万円の四半期純損失を計上したことによるものであります。この結果自己資本比率は

12.3％となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期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。）残高は、前事業年度末

と比べ67百万円増加し12億13百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な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） 

 営業活動の結果増加した資金は5億30百万円となりました。この主な要因は、完成基準工事が進捗した

ことにより未成工事支出金が2億21百万円減少した一方で、工事代金の入金により売上債権が7億15百万円

増加したこと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） 

 投資活動の結果減少した資金は17百万円となりました。この主な要因は、固定資産の取得によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は4億44百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の返済による

ものであります。 

  

平成22年３月期の業績予想については、第２四半期累計期間、通期とも、平成21年５月15日に公表いた

しました業績予想の内容と変更はありません。 

  

  

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸高を省略し、前事業年度末の実地

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

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 売上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、原則として完成基準を採用しており、工期が

１年を超え、かつ請負金額が１億円以上の工事については、工事進行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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準第15

号）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業

会計基準適用指針第18号）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、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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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5. 四半期財務諸表 
 (1) 四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

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 1,213 1,145 

受取手形 2 63 

完成工事未収入金 3,314 4,275 

未成工事支出金 233 12 

原材料及び貯蔵品 13 12 

前渡金 627 715 

未収入金 116 124 

その他 56 42 

貸倒引当金 △1 △1 

流動資産合計 5,576 6,390 

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,166 2,164 

減価償却累計額 △1,607 △1,597 

建物（純額） 558 567 

構築物 1,498 1,498 

減価償却累計額 △1,110 △1,104 

構築物（純額） 388 394 

機械及び装置 2,931 3,125 

減価償却累計額 △2,608 △2,784 

機械及び装置（純額） 323 341 

車両運搬具 66 68 

減価償却累計額 △61 △66 

車両運搬具（純額） 5 1 

工具、器具及び備品 171 167 

減価償却累計額 △145 △144 

工具、器具及び備品（純額） 25 23 

土地 4,301 4,301 

建設仮勘定 6 － 

有形固定資産合計 5,608 5,629 

無形固定資産   

電話加入権 0 0 

無形固定資産合計 0 0 

投資その他の資産   

投資有価証券 115 115 

関係会社株式 34 604 

その他 9 9 

投資その他の資産合計 159 729 

固定資産合計 5,768 6,359 

資産合計 11,344 12,750 
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 541 485 

工事未払金 501 577 

短期借入金 3,750 4,195 

1年内返済予定の長期借入金 464 464 

未払費用 74 88 

未払法人税等 5 15 

未払消費税等 69 101 

未成工事受入金 794 1,099 

賞与引当金 83 54 

工事損失引当金 14 26 

その他 98 19 

流動負債合計 6,398 7,127 

固定負債   

長期借入金 2,786 2,786 

退職給付引当金 765 777 

その他 4 5 

固定負債合計 3,555 3,568 

負債合計 9,953 10,696 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,402 3,736 

資本剰余金   

その他資本剰余金 663 － 

資本剰余金合計 663 － 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △11 △1,670 

利益剰余金合計 △11 △1,670 

自己株式 △663 △12 

株主資本合計 1,391 2,053 

純資産合計 1,391 2,053 

負債純資産合計 11,344 12,750 
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 (2) 四半期損益計算書 
  (第１四半期累計期間) 

(単位：百万円)

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 2,089 

売上原価 1,908 

売上総利益 181 

販売費及び一般管理費 146 

営業利益 35 

営業外収益  

受取利息及び配当金 0 

その他 0 

営業外収益合計 0 

営業外費用  

支払利息 32 

その他 1 

営業外費用合計 34 

経常利益 1 

特別利益  

前期損益修正益 6 

固定資産売却益 0 

特別利益合計 6 

特別損失  

固定資産除却損 6 

事業構造改善費用 10 

特別損失合計 17 

税引前四半期純損失（△） △8 

法人税、住民税及び事業税 2 

法人税等合計 2 

四半期純損失（△） △11 
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 (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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（△） △8 

減価償却費 32 

固定資産除売却損益（△は益） 6 

賞与引当金の増減額（△は減少） 29 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △12 

支払利息 32 

売上債権の増減額（△は増加） 715 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △221 

仕入債務の増減額（△は減少） △24 

前渡金の増減額（△は増加） 88 

未収入金の増減額（△は増加） 8 

未払消費税等の増減額（△は減少） △32 

その他 △24 

小計 576 

利息の支払額 △35 

法人税等の支払額 △10 

その他の収入 0 

営業活動によるキャッシュ・フロー 530 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △16 

その他 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △17 

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） △444 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △444 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67 

現金及び現金同等物の期首残高 1,145 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,213 
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該当事項はありません。 

  

  

                                  (単位：百万円未満切捨) 

 

(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高（百万円） 3,736 ― △ 1,670 △ 12 2,053

当第１四半期会計期間末までの変動額

 資本金から剰余金への振替 △ 2,333 2,333 ―

 欠損填補 △ 1,670 1,670 ―

 四半期純損失 △ 11 △ 11

 自己株式の取得 △ 651 △ 651

当第１四半期会計期間末までの変動額合計 
(百万円)

△ 2,333 663 1,658 △ 651 △ 662

当第１四半期会計期間末残高（百万円） 1,402 663 △ 11 △ 663 1,391
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売上高、受注高及び受注残高 
  

 
  

  

6. その他の情報

売上高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期

(平成21年3月期第1四半期) (平成22年3月期第1四半期) （平成21年3月期）

金額 金額 金額

 鋼構造物 1,598 2,083 9,942

 その他 10 6 28

 合  計 1,609 2,089 9,970

受注高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期

(平成21年3月期第1四半期) (平成22年3月期第1四半期) （平成21年3月期）

金額 金額 金額

 鋼構造物 484 2,685 11,305

 その他 10 6 28

 合  計 494 2,692 11,334

受注残高 （単位：百万円未満切捨）

品目

前年同四半期 当四半期 前期末

(平成21年3月期第1四半期末) (平成22年3月期第1四半期末) （平成21年3月期末）

金額 金額 金額

 鋼構造物 9,768 12,848 12,246

 その他 － － －

 合  計 9,768 12,848 12,246

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（参考）四半期連結財務諸表 
（１）【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) 

売上高 1,609

売上原価 1,464

売上総利益 144

販売費及び一般管理費  

役員報酬 9

従業員給料手当 49

退職給付費用 4

法定福利費 5

福利厚生費 2

修繕維持費 1

事務用品費 4

通信交通費 8

調査研究費 3

交際費 2

地代家賃 2

租税公課 6

保険料 0

支払手数料 19

雑費 10

販売費及び一般管理費合計 131

営業利益 12

営業外収益  

受取利息及び配当金 0

その他 1

営業外収益合計 2

営業外費用  

支払利息 27

匿名組合投資損失 26

その他 11

営業外費用合計 65

経常損失（△） △50

特別損失  

固定資産除却損 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純損失（△） △55

法人税、住民税及び事業税 2

法人税等合計 2

四半期純損失（△） △57
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（２）【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) 

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（△） △55

減価償却費 30

工事損失引当金の増減額（△は減少） △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 27

支払利息 27

固定資産除売却損益（△は益） 4

匿名組合投資損益（△は益） 26

売上債権の増減額（△は増加） 1,379

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △50

前渡金の増減額（△は増加） △229

未収入金の増減額（△は増加） 87

仕入債務の増減額（△は減少） △250

未払消費税等の増減額（△は減少） △68

その他 △27

小計 874

利息の支払額 △27

法人税等の支払額 △11

その他の収入 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 835

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △133

固定資産の除却による支出 △0

匿名組合出資金の払込による支出 △105

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △238

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） △450

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147

現金及び現金同等物の期首残高 1,503

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,651
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