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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 22,648 20.9 △770 ― △854 ― △894 ―
21年3月期第2四半期 18,738 ― △757 ― △877 ― △785 ―

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 △6.85 ―
21年3月期第2四半期 △6.05 ―

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 33,123 5,927 17.9 28.16
21年3月期 38,573 6,817 17.7 34.97

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,927百万円 21年3月期  6,817百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 58,800 △1.3 1,750 9.9 1,410 3.8 1,280 △12.0 9.45



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、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。 

(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 
（1） 業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数
値と異なる結果となる可能性があります。 

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2四半期 135,677,164株 21年3月期  135,677,164株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  254,474株 21年3月期  247,825株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 135,425,626株 21年3月期第2四半期 135,446,242株



  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界同時不況により急速に悪化した後、経済対策

として打ち出された補正予算により一部に回復の兆しが見られたものの、完全失業率は過去最高を記録するなど先行

き不透明なまま推移いたしました。 

 建設業界におきましては、民間設備投資は引き続き低水準で推移し、公共建設投資についても補正予算により一時

的に増加したものの、その一部の執行が見送られ、厳しい状況が続いております。 

  このような事業環境におきまして、当社グループは基礎工事における総合技術力の活用と効率的な経営を目指し、

諸施策を推進してまいりました。 

その結果、受注高は32,956百万円と基礎工事を中心に前年同期比135.2%と大幅な増加となりました。また、建築

事業撤退による影響があったものの、完成工事高の計上基準の変更により、売上高は22,648百万円（前年同四半期比

20.9％増）、営業損失は770百万円（前年同四半期は営業損失757百万円）、経常損失は854百万円（前年同四半期は

経常損失877百万円）となり、四半期純損失は894百万円（前年同四半期は四半期純損失785百万円）となりました。 

なお、前年度実績には開発事業売上高605百万円、売上総利益253百万円が含まれております。 

当社グループの売上高は通常の受注形態として第３四半期以降に完成する工事の割合が大きく、業績に季節的変

動があります。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産が33,123百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,450

百万円減少しております。主な増減内容として、流動資産で、未成工事支出金が1,606百万円増加し、受取手形・完

成工事未収入金等が6,604百万円減少しております。 

 負債合計は、27,195百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,560百万円減少しております。主な増減内容とし

て、未成工事受入金が607百万円増加し、支払手形・工事未払金等が3,295百万円減少、短期借入金及び長期借入金が

1,981百万円減少しております。 

 純資産合計につきましては、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ889百万円減少の5,927百万円と

なっております。 

  

平成21年５月11日に公表いたしました業績予想につきましては、変更ありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理  

 固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却費の算定の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

 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 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度決算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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

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

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



 会計処理基準に関する事項の変更 

 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（工期が１年を超え、かつ請負金額が３億

円以上の工事）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２四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。 

  なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期が１年を超え、かつ請負金額

が３億円以上の工事）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。  

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間に係る完成工事高は5,322百万円

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は、それぞれ643百万円減少しております。 

  

（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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,832 5,933

受取手形・完成工事未収入金等 13,452 20,056

商品及び製品 10 1

販売用不動産 9 9

未成工事支出金 4,792 3,186

材料貯蔵品 95 100

その他 909 1,116

貸倒引当金 △220 △147

流動資産合計 24,881 30,256

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,314 1,365

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 343 407

土地 5,352 5,353

リース資産（純額） 57 31

その他（純額） 3 11

有形固定資産計 7,070 7,169

無形固定資産   

その他 232 218

無形固定資産計 232 218

投資その他の資産   

投資有価証券 537 526

その他 718 904

貸倒引当金 △316 △501

投資その他の資産計 938 928

固定資産合計 8,242 8,316

資産合計 33,123 38,573

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 11,039 14,334

短期借入金 1,000 2,476

未払法人税等 103 86

未成工事受入金 3,792 3,185

完成工事補償引当金 57 71

工事損失引当金 143 186

賞与引当金 342 204

その他 1,780 1,733

流動負債合計 18,259 22,277



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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   

長期借入金 4,344 4,849

退職給付引当金 3,770 3,613

その他 821 1,016

固定負債合計 8,936 9,479

負債合計 27,195 31,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,052 6,052

資本剰余金 3,753 3,753

利益剰余金 △3,880 △2,985

自己株式 △64 △64

株主資本合計 5,861 6,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66 60

評価・換算差額等合計 66 60

純資産合計 5,927 6,817

負債純資産合計 33,123 38,573



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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) 

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

売上高   

完成工事高 18,679 22,608

その他の事業売上高 59 40

売上高合計 18,738 22,648

売上原価   

完成工事原価 16,657 20,535

その他の事業売上原価 30 16

売上原価合計 16,687 20,552

売上総利益   

完成工事総利益 2,022 2,072

その他の事業総利益 28 23

売上総利益合計 2,050 2,096

販売費及び一般管理費 2,807 2,866

営業損失（△） △757 △770

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 7 4

特許関連収入 15 12

還付加算金 － 7

その他 8 2

営業外収益合計 34 29

営業外費用   

支払利息 139 105

その他 15 8

営業外費用合計 154 113

経常損失（△） △877 △854

特別利益   

前期損益修正益 － 6

固定資産売却益 216 2

償却債権取立益 12 17

退職給付制度改定益 118 －

その他 － 1

特別利益合計 347 27

特別損失   

固定資産除売却損 4 6

減損損失 － 10

リース解約損 2 －

事業撤退損 229 －

特別損失合計 237 16

税金等調整前四半期純損失（△） △766 △843

法人税、住民税及び事業税 18 51

法人税等調整額 － －

法人税等合計 18 51

四半期純損失（△） △785 △894



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △766 △843

減価償却費 149 128

減損損失 － 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41 △112

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △26 △13

工事損失引当金の増減額（△は減少） △51 △42

賞与引当金の増減額（△は減少） 32 137

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,294 157

受取利息及び受取配当金 △10 △7

支払利息 139 105

有形固定資産除売却損益（△は益） △212 3

事業撤退損失 229 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,545 6,604

販売用不動産の増減額（△は増加） 405 －

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,047 △1,606

その他の資産の増減額（△は増加） △168 388

仕入債務の増減額（△は減少） △5,380 △3,295

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,918 607

その他の負債の増減額（△は減少） 1,107 △141

小計 611 2,081

利息及び配当金の受取額 11 7

利息の支払額 △118 △111

法人税等の支払額 △58 △64

営業活動によるキャッシュ・フロー 445 1,912

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △56 △4

有形固定資産の売却による収入 1,831 2

投資有価証券の取得による支出 △0 △1

投資有価証券の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 － △23

子会社株式の取得による支出 △1 －

貸付金の回収による収入 2 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,775 △23

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） △504 △1,476

長期借入金の返済による支出 △3,134 △505

リース債務の返済による支出 － △8

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,639 △1,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,417 △100

現金及び現金同等物の期首残高 6,588 5,933

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,171 5,832



 該当事項はありません。 

  

 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）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業損失の合計額に占める建設事業の割合がいずれも90％を超えているため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 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）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

 在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 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）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高がないため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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

受注高（連結）の状況 

                                                                     （単位：百万円） 

  

６．その他の情報

区 分 

前第２四半期累計期間  

自平成20年４月１日 

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 

比較増減 

至平成20年９月30日  

金額 比率（％） 金額 比率（％） 金額 比率（％） 

基礎  17,951  73.6  28,070  85.2  10,118  56.4

土木  5,084  20.9  4,701  14.3  △383  △ 7.5

建築  465  1.9  4  0.0  △460  △ 99.0

地質コンサルタント  133  0.5  139  0.4  6  4.9

開発事業  605  2.5 - - - - 

その他  139  0.6  40  0.1  △98  △ 71.2

計  24,379  100.0  32,956  100.0  8,577  35.2
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