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当第３四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、景気は緩やかに回復基調となりましたが、先行きはいまだ不透明感が漂っております。 
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
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さらに激化し厳しい状況が続きました。鉄構事業で
は、一部で大型再開発物件が見込まれるものの、工場や流通倉庫などの企業の設備投資意欲は下げ止まったまま
で、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、当社は平成20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、受注量は前年同四半期に届きませんでしたが、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、16,292百万円（前年同四半期比61.8％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361百万円、経常
利益423百万円を確保いたしました。しかしながら、特別損失として投資有価証券評価損等を計上したため、四半期
純利益は296百万円となりました。 
   

当第３四半期会計期間末の総資産は、27,224百万円で前事業年度末比1,855百万円の減少となりました。その主な
要因は、受取手形・完成工事未収入金の増加、現金預金と未成工事支出金の減少であります。負債は、前事業年度
末比2,575百万円減少し、11,873百万円となりました。主な要因は支払手形・工事未払金と未成工事受入金の減少に
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720百万円増
加し、15,350百万円となりました。 
（キャッシュ・フローの状況） 
当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,083百万円となり、前事業年度末と比較し1,463
百万円の減少となりました。 
当第３四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1,799百万円となりました。これは主に、未成工事支出金の減少はありましたが、
受取手形・完成工事未収入金の増加、支払手形・工事未払金、未成工事受入金の減少があったためであります。 
[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108百万円となりました。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] 
財務活動の結果得た資金は226百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加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22年１月29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３四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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,283,806 2,647,496 
受取手形・完成工事未収入金 10,474,984 8,768,112 
未成工事支出金 1,356,725 3,202,163 
材料貯蔵品 3,951 1,564 
その他 236,960 575,730 
貸倒引当金 △39,400 △33,900 

流動資産合計 13,317,030 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 △2,887,161 △2,810,770 

建物・構築物（純額） 1,434,555 1,510,316 
機械・運搬具 3,456,344 3,440,115 
減価償却累計額 △2,964,299 △2,869,912 

機械・運搬具（純額） 492,045 570,202 

土地 5,641,056 5,641,056 
その他 907,404 912,019 
減価償却累計額 △838,971 △832,872 

その他（純額） 68,433 79,146 

有形固定資産計 7,636,090 7,800,721 
無形固定資産   
ソフトウエア 70,580 24,138 
ソフトウエア仮勘定 29,407 83,477 
その他 9,144 9,175 
無形固定資産計 109,132 116,792 

投資その他の資産   
投資有価証券 5,308,709 4,984,505 
関係会社株式 － 60,000 
従業員に対する長期貸付金 112,102 135,881 
その他 834,844 914,740 
貸倒引当金 △93,900 △94,000 

投資その他の資産計 6,161,755 6,001,126 

固定資産合計 13,906,979 13,918,641 

資産合計 27,224,009 29,079,808 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 3,704,650 5,397,828 
短期借入金 3,400,000 3,110,000 
未払法人税等 24,888 30,857 
未成工事受入金 2,655,245 3,297,789 
賞与引当金 55,428 132,120 
工事損失引当金 503,612 964,249 
その他 712,040 611,551 
流動負債合計 11,055,865 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 241,490 284,691 
固定負債合計 817,624 905,051 

負債合計 11,873,490 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 5,675,336 5,445,453 
自己株式 △138,614 △137,980 

株主資本合計 15,324,140 15,094,891 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 26,378 △464,531 

評価・換算差額等合計 26,378 △464,531 

純資産合計 15,350,518 14,630,360 

負債純資産合計 27,224,009 29,079,808 
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

完成工事高 16,292,313 
完成工事原価 15,059,144 
完成工事総利益 1,233,169 

販売費及び一般管理費  
役員報酬 129,915 
従業員給料手当 331,835 
賞与引当金繰入額 14,984 
退職給付引当金繰入額 21,527 
通信交通費 56,636 
貸倒引当金繰入額 5,400 
雑費 311,870 
販売費及び一般管理費合計 872,168 

営業利益 361,000 
営業外収益  
受取利息 38,084 
受取配当金 39,760 
その他 35,244 
営業外収益合計 113,090 

営業外費用  
支払利息 36,111 
その他 14,540 
営業外費用合計 50,652 

経常利益 423,438 

特別損失  
投資有価証券評価損 110,702 
損害賠償金 2,789 
特別損失合計 113,492 

税引前四半期純利益 309,945 
法人税、住民税及び事業税 13,890 
法人税等合計 13,890 

四半期純利益 296,055 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 309,945 
減価償却費 200,916 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,400 
賞与引当金の増減額（△は減少） △76,692 
工事損失引当金の増減額（△は減少） △460,636 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,200 
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 △77,845 
支払利息 36,111 
投資有価証券評価損益（△は益） 110,702 
損害賠償損失 2,789 
売上債権の増減額（△は増加） △1,706,872 
未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,845,437 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,687,429 
未成工事受入金の増減額（△は減少） △642,544 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 406,684 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 220,394 
その他 △93,339 

小計 △1,694,402 

利息及び配当金の受取額 73,086 
利息の支払額 △31,655 
損害賠償金の支払額 △127,733 
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 △1,799,213 

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 △200,000 
定期預金の払戻による収入 200,000 
投資有価証券の取得による支出 △166,593 
投資有価証券の売却による収入 217,759 
有形固定資産の取得による支出 △25,930 
無形固定資産の取得による支出 △8,560 
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 
その他 2,040 
投資活動によるキャッシュ・フロー 108,855 

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） 290,000 
配当金の支払額 △62,698 
自己株式の取得による支出 △633 

財務活動によるキャッシュ・フロー 226,668 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,463,689 

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 1,083,806 
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 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
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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 5,209 51.7 11,692 71.8 8,364 48.0

鉄 骨 4,858 48.3 4,600 28.2 9,049 52.0

10,067 100.0 16,292 100.0 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 6,710 57.4 7,042 66.9 14,402 69.4

鉄 骨 4,977 42.6 3,478 33.1 6,338 30.6

11,688 100.0 10,520 100.0 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 17,086 69.5 16,973 82.7 21,623 82.2

鉄 骨 7,501 30.5 3,549 17.3 4,671 17.8

24,587 100.0 20,522 100.0 26,294 100.0

６．その他の情報

(平成20年12月31日現在） (平成21年12月31日現在） (平成21年3月31日現在）

前事業年度末

(20.4.1～20.12.31） (21.4.1～21.12.31） (20.4.1～21.3.31）

計

期  別 

計

期  別 前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

(20.4.1～20.12.31） (21.4.1～21.12.31） (20.4.1～21.3.31）

前事業年度

計

期  別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

完成工事高 10,732,447 
完成工事原価 9,931,321 
完成工事総利益 801,125 
販売費及び一般管理費  
役員報酬 133,164 
従業員給料手当 316,720 
賞与引当金繰入額 13,706 
退職給付引当金繰入額 14,310 
通信交通費 56,384 
貸倒引当金繰入額 12,421 
その他 311,505 
販売費及び一般管理費合計 858,213 

営業損失（△） △57,088 

営業外収益  
受取利息 26,747 
受取配当金 61,694 
その他 46,987 
営業外収益合計 135,430 

営業外費用  
支払利息 19,168 
固定資産除却損 14,360 
子会社整理損 15,015 
その他 21,473 
営業外費用合計 70,017 

経常利益 8,324 

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 278,931 
損害賠償金 240,000 
特別損失合計 518,931 

税金等調整前四半期純損失（△） △313,996 

法人税、住民税及び事業税 14,764 
法人税等合計 14,764 

四半期純損失（△） △328,761 
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △313,996 
減価償却費 231,939 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,421 
賞与引当金の増減額（△は減少） △91,452 
工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,131,214 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △96,291 
固定資産除売却損益（△は益） 14,360 
受取利息及び受取配当金 △88,442 
支払利息 19,168 
投資有価証券売却損益（△は益） △192,481 
投資有価証券評価損益（△は益） 278,931 
損害賠償損失 240,000 
売上債権の増減額（△は増加） △927,702 
未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,565,575 
仕入債務の増減額（△は減少） 1,120,317 
未成工事受入金の増減額（△は減少） △798,914 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,114 
その他 132,964 

小計 △3,105,853 

利息及び配当金の受取額 92,625 
利息の支払額 △19,168 
損害賠償金の支払額 △112,184 
法人税等の支払額 △31,169 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,175,749 

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 △194,962 
投資有価証券の売却による収入 1,055,898 
有形固定資産の取得による支出 △185,825 
無形固定資産の取得による支出 △22,793 
その他 161 
投資活動によるキャッシュ・フロー 652,478 

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） 1,099,536 
配当金の支払額 △84,936 
自己株式の取得による支出 △1,200 
自己株式の売却による収入 415 
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,013,815 

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） △1,509,455 

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 897,411 
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