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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

※ 平成21年３月期第2四半期は連結業績を発表しておりましたが、平成22年３月期第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2四半期 11,525 ― 246 ― 275 ― 266 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 12.07 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 26,238 15,240 58.1 690.97
21年3月期 29,079 14,630 50.3 663.23

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,240百万円 21年3月期  14,630百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 1.50 ― 1.50 3.00
22年3月期 ― 1.50
22年3月期 

（予想）
― 1.50 3.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 23,000 32.1 250 157.3 300 90.0 280 ― 12.69



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、３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） 

(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 無
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2四半期 22,375,865株 21年3月期  22,375,865株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  319,236株 21年3月期  316,769株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 22,057,673株 21年3月期第2四半期 22,060,415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21年10月30日に公表いたしました業績予想は修正しておりません。本資料に掲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。 
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、子会社である高田エンジニアリング株式会社は平成21年３月31日に解散し、６月30日に清
算結了いたしました。このため、平成22年３月期第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。 



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や輸出の増加、政府の経済対策の効果などによ

り、景気の悪化には歯止めがかかったものの、先行きは不透明なまま推移いたしました。 

橋梁事業におきましては、景気対策としての公共事業の前倒し発注がありましたが、政権交代に伴い今後の発注

量の増加が期待できないことから、各社受注量の確保に向けての競争が激化し、厳しい状況が続きました。鉄構事

業でも実体経済の悪化を受けた需要の縮小は回復せず、受注量の確保および採算面とも厳しい状況で推移いたしま

した。 

このような状況のもとで、当社は昨年５月に策定した「再生中期経営計画」２年目の目標達成に向け、会社の総

力を挙げて取り組みました。 

この結果、受注量は伸び悩みましたが、売上高は前事業年度に「工事契約に関する会計基準」「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」を早期適用したこともあり11,525百万円（前年同四半期比88.2％増）と大幅に増加いたし

ました。損益面でも、前事業年度後半から生産効率が改善しており、営業利益246百万円、経常利益275百万円、四

半期純利益266百万円を計上することができました。 

   

当第２四半期会計期間末の総資産は、26,238百万円で前事業年度末比2,841百万円の減少となりました。その主な

要因は現金預金と未成工事支出金の減少によるものであります。負債は、前事業年度末比3,451百万円減少し、

10,997百万円となりました。主な要因は支払手形・工事未払金と短期借入金の減少によるものであります。純資産

は利益剰余金とその他有価証券評価差額金の増加により、前事業年度末比610百万円増加し、15,240百万円となりま

した。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は898百万円となり、前事業年度末と比較し1,648百

万円の減少となりました。 

当第２四半期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通りであります。 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

営業活動の結果使用した資金は817百万円となりました。これは主に、未成工事支出金の減少と税引前四半期純利

益の計上がありましたが、工事損失引当金、支払手形・工事未払金、未成工事受入金が減少したためであります。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

投資活動の結果得た資金は112百万円となりました。これは主に、子会社清算による収入と短期貸付金の回収に

よるものであります。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 

財務活動の結果使用した資金は943百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済と配当金の支払いによる

ものであります。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、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出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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,098,782 2,647,496

受取手形・完成工事未収入金 9,720,329 8,768,112

未成工事支出金 1,268,376 3,202,163

材料貯蔵品 1,894 1,564

その他 223,774 575,730

貸倒引当金 △36,500 △33,900

流動資産合計 12,276,656 15,161,167

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,321,716 4,321,086

減価償却累計額 △2,861,694 △2,810,770

建物・構築物（純額） 1,460,022 1,510,316

機械・運搬具 3,449,521 3,440,115

減価償却累計額 △2,932,758 △2,869,912

機械・運搬具（純額） 516,763 570,202

土地 5,641,056 5,641,056

その他 906,106 912,019

減価償却累計額 △835,413 △832,872

その他（純額） 70,692 79,146

有形固定資産計 7,688,534 7,800,721

無形固定資産   

ソフトウエア 74,546 24,138

ソフトウエア仮勘定 28,677 83,477

その他 9,155 9,175

無形固定資産計 112,379 116,792

投資その他の資産   

投資有価証券 5,293,927 4,984,505

関係会社株式 － 60,000

従業員に対する長期貸付金 127,145 135,881

その他 833,525 914,740

貸倒引当金 △94,000 △94,000

投資その他の資産計 6,160,597 6,001,126

固定資産合計 13,961,511 13,918,641

資産合計 26,238,168 29,079,808



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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・工事未払金 3,881,999 5,397,828

短期借入金 2,200,000 3,110,000

未払法人税等 24,215 30,857

未成工事受入金 2,822,274 3,297,789

賞与引当金 140,480 132,120

工事損失引当金 458,745 964,249

その他 632,981 611,551

流動負債合計 10,160,697 13,544,396

固定負債   

長期借入金 500,000 500,000

長期未払金 76,134 120,360

退職給付引当金 260,814 284,691

固定負債合計 836,949 905,051

負債合計 10,997,647 14,449,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,706

利益剰余金 5,678,821 5,445,453

自己株式 △138,499 △137,980

株主資本合計 15,327,740 15,094,891

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △87,218 △464,531

評価・換算差額等合計 △87,218 △464,531

純資産合計 15,240,521 14,630,360

負債純資産合計 26,238,168 29,079,808



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

完成工事高 11,525,277

完成工事原価 10,688,666

完成工事総利益 836,610

販売費及び一般管理費  

役員報酬 86,373

従業員給料手当 198,800

賞与引当金繰入額 39,065

退職給付引当金繰入額 14,351

通信交通費 38,772

貸倒引当金繰入額 2,600

雑費 210,237

販売費及び一般管理費合計 590,201

営業利益 246,409

営業外収益  

受取利息 24,561

受取配当金 25,270

その他 25,492

営業外収益合計 75,324

営業外費用  

支払利息 21,824

投資有価証券評価損 9,367

その他 14,825

営業外費用合計 46,017

経常利益 275,715

税引前四半期純利益 275,715

法人税、住民税及び事業税 9,260

法人税等合計 9,260

四半期純利益 266,455



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 275,715

減価償却費 134,513

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,360

工事損失引当金の増減額（△は減少） △505,503

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,876

長期未払金の増減額（△は減少） △44,226

受取利息及び受取配当金 △49,831

支払利息 21,824

投資有価証券評価損益（△は益） 9,367

売上債権の増減額（△は増加） △952,217

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,933,787

仕入債務の増減額（△は減少） △1,503,128

未成工事受入金の増減額（△は減少） △475,514

その他の流動資産の増減額（△は増加） 418,894

その他の流動負債の増減額（△は減少） 146,594

その他 △102,181

小計 △704,820

利息及び配当金の受取額 47,965

利息の支払額 △17,226

損害賠償金の支払額 △124,943

法人税等の支払額 △18,509

営業活動によるキャッシュ・フロー △817,534

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △100,000

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △137,378

投資有価証券の売却による収入 188,193

有形固定資産の取得による支出 △22,117

無形固定資産の取得による支出 △6,464

短期貸付金の回収による収入 30,000

子会社の清算による収入 60,141

投資活動によるキャッシュ・フロー 112,373

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） △910,000

配当金の支払額 △33,034

自己株式の取得による支出 △518

財務活動によるキャッシュ・フロー △943,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,648,714

現金及び現金同等物の期首残高 2,547,496

現金及び現金同等物の四半期末残高 898,782



 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



売上及び受注の状況

売 上 状 況

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 2,996 48.9 7,936 68.9 8,364 48.0

鉄 骨 3,127 51.1 3,589 31.1 9,049 52.0

6,124 100.0 11,525 100.0 17,413 100.0

受 注 状 況

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 4,351 61.3 2,678 47.2 14,402 69.4

鉄 骨 2,741 38.7 2,999 52.8 6,338 30.6

7,093 100.0 5,678 100.0 20,741 100.0

受 注 残 高

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 16,939 70.8 16,365 80.0 21,623 82.2

鉄 骨 6,996 29.2 4,082 20.0 4,671 17.8

23,935 100.0 20,448 100.0 26,294 100.0

６．その他の情報

(平成20年9月30日現在） (平成21年9月30日現在） (平成21年3月31日現在）

前事業年度末

(20.4.1～20.9.30） (21.4.1～21.9.30） (20.4.1～21.3.31）

計

期  別 

計

期  別 前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(20.4.1～20.9.30） (21.4.1～21.9.30） (20.4.1～21.3.31）

前事業年度

計

期  別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間



（参考）四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

完成工事高 6,643,547

完成工事原価 6,266,021

完成工事総利益 377,525

販売費及び一般管理費  

役員報酬 90,036

従業員給料手当 182,233

賞与引当金繰入額 33,315

退職給付引当金繰入額 9,701

通信交通費 37,309

貸倒引当金繰入額 15,128

その他 210,133

販売費及び一般管理費合計 577,858

営業損失（△） △200,332

営業外収益  

受取利息 19,119

受取配当金 39,311

その他 36,179

営業外収益合計 94,610

営業外費用  

支払利息 9,292

固定資産除却損 14,161

その他 35,320

営業外費用合計 58,774

経常損失（△） △164,496

特別利益  

投資有価証券売却益 196,610

特別利益合計 196,610

特別損失  

投資有価証券評価損 430,640

特別損失合計 430,640

税金等調整前四半期純損失（△） △398,527

法人税、住民税及び事業税 9,867

法人税等合計 9,867

四半期純損失（△） △408,394



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △398,527

減価償却費 152,902

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,128

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,805

工事損失引当金の増減額（△は減少） △743,161

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,056

固定資産除売却損益（△は益） 14,161

受取利息及び受取配当金 △58,431

支払利息 9,292

投資有価証券売却損益（△は益） △194,042

投資有価証券評価損益（△は益） 430,640

売上債権の増減額（△は増加） 323,359

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,296,936

仕入債務の増減額（△は減少） 596,417

未成工事受入金の増減額（△は減少） △559,809

その他の流動負債の増減額（△は減少） 29,041

その他 △21,515

小計 △1,759,342

利息及び配当金の受取額 63,805

利息の支払額 △9,292

法人税等の支払額 △20,803

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,725,632

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △79,694

投資有価証券の売却による収入 1,045,364

有形固定資産の取得による支出 △160,630

有形固定資産の売却による収入 11

無形固定資産の取得による支出 △17,017

その他 150

投資活動によるキャッシュ・フロー 888,183

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） △111,182

配当金の支払額 △55,227

自己株式の取得による支出 △879

自己株式の売却による収入 164

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,124

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） △1,004,573

現金及び現金同等物の期首残高 2,406,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,402,293
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