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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） 

 

(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 3,324 0.3 △248 ― △231 ― △112 ―

21年3月期第2四半期 3,313 37.4 △271 ― △253 ― △150 ―

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 △21.79 ―

21年3月期第2四半期 △29.16 ―

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 6,611 4,461 67.5 862.31
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2四半期  4,461百万円 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

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 ― 19.00 19.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 10,200 △10.6 620 △8.6 630 △10.7 350 △15.2 67.64
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 5,174,087株 21年3月期第2四半期 5,176,125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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当社の第２四半期累計期間の状況につきましては、公共事業費の漸減、民間投資の縮減が継続す

る中で、受注競争の激化した厳しい事業環境でありました。 

 このような状況下、当事業年度で完了予定の羽田空港再拡張事業向け製品等の製造販売を継続

し、既存施設の防食補修工事と社会資本ストックの長寿命化計画の調査業務等を行い、需要の拡大

に努めてまいりました。 

この結果、受注高は、前年同期に比べ、港湾・地中関連の受注は増加しましたが、ＲＣ関連の大

型工事の減少と国際部門の低迷等により 49 億２千１百万円（前年同期比４億６千６百万円減）と

なりました。また、受注残高は 33 億１千３百万円（前年同期比 11 億９千９百万円減）となりまし

た。 

 売上高は当事業年度から適用した工事進行基準による売上高６億１千５百万円を加え、33 億２千

４百万円（前年同期比１千１百万円増）となりました。 

 損益面につきましては増収による増益に加え、原材料の有利購買、社内経費の節減、与信管理の

強化を行い、また、事業の性格上、例年第３及び第４四半期に偏る売上高の平準化に努めましたが、

依然第３、第４四半期への売上高の偏りは解消せず、経常損失は２億３千１百万円（前年同期は２

億５千３百万円の経常損失）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１億１千２百万円（前年同期は１億５千万円の四半期純損失）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２四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 13 億８千１百万円減少し 66 億１

千１百万円となりました。主な減少要因は完成工事未収入金及び売掛金の減少 21 億９千万円、受取

手形の減少３億２千８百万円、現金預金の減少１億６千万円であり、主な増加要因は関係会社預け

金の増加７億９百万円、未成工事支出金の増加２億８千３百万円、繰延税金資産の増加７千１百万

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 11 億６千９百万円減少し、21 億５千万円となりました。

主な減少要因は支払手形の減少４億２千４百万円、工事未払金の減少２億３千７百万円、その他に

含まれる未払法人税等の減少３億２千８百万円、賞与引当金の減少６千万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２億１千１百万円減少し、44 億６千１百万円となりま

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

少２億１千１百万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２四半期会計期間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５

億４千９百万円増加し、19 億４千７百万円となりました。 

 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） 

 営業活動で獲得した資金は７億１百万円（前年同期は８億３百万円の資金獲得）となりました。

資金の主な増加要因は売上債権の減少 25 億１千８百万円であり、資金の主な減少要因は仕入債務の

減少７億４百万円、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２億８千３百万円、

税引前四半期純損失１億７千４百万円、貸倒引当金の減少１億６千９百万円、その他のたな卸資産

の増加１億９百万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） 

 投資活動に使用した資金は５千３百万円（前年同期は５千４百万円の資金使用）となりました。

この内、主なものは事業活動に必要な有形固定資産の取得による支出４千７百万円によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は９千８百万円（前年同期は８千８百万円の資金使用）となりました。

この内、主なものは配当金９千８百万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２四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）を第

1四半期会計期間より適用し、第 1四半期会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期会計期間

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、当第２四半期累計期間の売上高は６億１千５百万円増加し、営業損失、経常損失及

び税引前四半期純損失は、それぞれ５千６百万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２四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２四半期会計期間は「商品及び製品」と一括して掲記して

おります。なお、当第２四半期会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ２億２百万円、 

  １億２千６百万円であります。 



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 434,039 594,872 

受取手形 343,023 671,447 

完成工事未収入金 1,297,702 3,176,760 

売掛金 556,062 867,014 

商品及び製品 329,343 265,504 

未成工事支出金 569,173 286,085 

仕掛品 64 61 

材料貯蔵品 128,997 83,182 

繰延税金資産 272,123 200,967 

関係会社預け金 1,513,082 803,110 

その他 108,164 64,096 

貸倒引当金 △30,544 △92,979 

流動資産合計 5,521,234 6,920,123 

固定資産   

有形固定資産   

建物 231,005 226,266 

その他 275,095 259,833 

有形固定資産合計 506,100 486,100 

無形固定資産 33,892 34,564 

投資その他の資産   

繰延税金資産 347,140 346,833 

その他 236,327 344,958 

貸倒引当金 △32,964 △139,546 

投資その他の資産合計 550,503 552,245 

固定資産合計 1,090,495 1,072,910 

資産合計 6,611,730 7,993,033 

負債の部   

流動負債   

支払手形 579,758 1,004,225 

工事未払金 347,249 584,326 

未成工事受入金 77,824 61,799 

完成工事補償引当金 7,415 7,777 

工事損失引当金 58,447 － 

賞与引当金 220,000 280,000 

役員賞与引当金 － 20,000 

その他 228,942 681,938 

流動負債合計 1,519,637 2,640,068 



（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) 

固定負債   

退職給付引当金 604,576 619,938 

役員退職慰労引当金 25,875 59,595 

固定負債合計 630,451 679,533 

負債合計 2,150,089 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 2,854,707 3,065,781 

自己株式 △15,834 △15,565 

株主資本合計 4,458,607 4,669,951 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,033 3,480 

評価・換算差額等合計 3,033 3,480 

純資産合計 4,461,641 4,673,431 

負債純資産合計 6,611,730 7,993,033 



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 2,194,350 2,407,225 

製品等売上高 1,118,987 917,141 

売上高合計 3,313,338 3,324,367 

売上原価   

完成工事原価 1,919,119 2,158,077 

製品等売上原価 792,852 578,037 

売上原価合計 2,711,971 2,736,115 

売上総利益   

完成工事総利益 275,231 249,148 

製品等売上総利益 326,135 339,104 

売上総利益合計 601,366 588,252 

販売費及び一般管理費 872,397 836,720 

営業損失（△） △271,030 △248,468 

営業外収益   

受取利息 8,730 10,794 

その他 9,100 6,629 

営業外収益合計 17,831 17,424 

営業外費用   

営業外費用合計 550 73 

経常損失（△） △253,749 △231,116 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,689 62,419 

特別利益合計 1,689 62,419 

特別損失   

固定資産除却損 429 6,176 

特別損失合計 429 6,176 

税引前四半期純損失（△） △252,489 △174,874 

法人税、住民税及び事業税 △101,568 △62,116 

法人税等合計 △101,568 △62,116 

四半期純損失（△） △150,920 △112,758 



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

完成工事高 1,561,587 1,561,608 

製品等売上高 611,974 475,302 

売上高合計 2,173,562 2,036,911 

売上原価   

完成工事原価 1,386,176 1,344,400 

製品等売上原価 446,775 294,829 

売上原価合計 1,832,952 1,639,229 

売上総利益   

完成工事総利益 175,411 217,208 

製品等売上総利益 165,198 180,472 

売上総利益合計 340,610 397,681 

販売費及び一般管理費 446,517 397,505 

営業利益又は営業損失（△） △105,907 176 

営業外収益   

受取利息 4,475 5,289 

その他 3,720 3,162 

営業外収益合計 8,195 8,452 

営業外費用   

営業外費用合計 110 73 

経常利益又は経常損失（△） △97,822 8,554 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,220 23,499 

特別利益合計 1,220 23,499 

特別損失   

固定資産除却損 387 589 

特別損失合計 387 589 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △96,990 31,465 

法人税、住民税及び事業税 △43,094 16,992 

法人税等合計 △43,094 16,992 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △53,895 14,472 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △252,489 △174,874 

減価償却費 43,631 40,054 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,153 △169,016 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,795 △362 

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 58,447 

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,000 △60,000 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000 △20,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,052 △15,362 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,715 △33,720 

受取利息及び受取配当金 △9,556 △11,609 

固定資産除却損 429 6,176 

売上債権の増減額（△は増加） 2,518,196 2,518,434 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △950,561 △283,088 

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 16,367 △109,658 

仕入債務の増減額（△は減少） △467,646 △704,069 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 273,997 16,025 

その他 △65,312 △34,023 

小計 1,021,236 1,023,355 

利息及び配当金の受取額 9,556 11,609 

法人税等の支払額 △227,728 △333,922 

営業活動によるキャッシュ・フロー 803,064 701,042 

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 △13,106 △2,445 

有形固定資産の取得による支出 △27,397 △47,151 

無形固定資産の取得による支出 △14,043 △3,963 

貸付金の回収による収入 322 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,225 △53,559 

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 △1,850 △269 

配当金の支払額 △86,892 △98,074 

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,742 △98,343 

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） 660,095 549,138 

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 1,388,392 1,947,121 



 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 4,554,761 84.5 3,959,071 80.4 △ 595,689 8,667,165 81.1

製品等販売部門 832,928 15.5 962,420 19.6 129,491 2,015,448 18.9

5,387,689 100.0 4,921,491 100.0 △ 466,198 10,682,614 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 2,194,350 66.2 2,407,225 72.4 212,875 8,641,472 75.8

製品等販売部門 1,118,987 33.8 917,141 27.6 △ 201,846 2,763,798 24.2

3,313,338 100.0 3,324,367 100.0 11,029 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 3,840,948 85.1 3,058,077 92.3 △ 782,871 1,506,231 87.8

製品等販売部門 671,956 14.9 254,944 7.7 △ 417,012 209,666 12.2

4,512,905 100.0 3,313,021 100.0 △ 1,199,883 1,715,897 100.0

（平成20年９月30日） （平成21年９月30日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比

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２四半期累計期間

（自　平成20年４月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成21年９月30日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成21年４月１日

金　　　額

　至　平成21年９月30日）

合　　　　　　計

　至　平成20年９月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

合　　　　　　計

前第２四半期累計期間

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日）

金　　　額 構成比

（自　平成20年４月１日

金　　　額

前第２四半期累計期間

合　　　　　　計
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