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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 26,910 12.2 1,856 196.7 1,754 97.6 1,588 ―

21年3月期第3四半期 23,984 ― 625 ― 887 ― △1,552 ―

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3四半期 24.51 ―

21年3月期第3四半期 △23.95 ―

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3四半期 41,649 10,580 25.4 163.19
21年3月期 42,483 8,906 21.0 137.37

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  10,580百万円 21年3月期  8,906百万円

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  有  
 

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 35,000 4.1 2,000 67.9 1,800 29.1 1,400 ― 21.59



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他（２）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（３）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. 平成21年11月10日に公表いたしました通期連結業績予想について本資料において修正しております。 
2. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 69,194,543株 21年3月期  69,194,543株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,361,290株 21年3月期  4,361,814株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 64,833,168株 21年3月期第3四半期 64,837,041株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や個人消費など一部は持ち直してきておりますが、企業

収益、雇用情勢など全体的には依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループの主力事業である橋梁事業につきましては、公共事業の縮減傾向に加え、大型補正予算の一部執行

停止などにより総発注量は低調に推移するなど、依然厳しい状態が続いております。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、工場生産、現場工事ともに順調に推移したことにより269

億10百万円（前年同期比12.2％増）となりました。 

 受注高につきましては、総合評価制度の浸透により技術評価へのウエイトが高まってはきたものの、その価格は

低水準で推移しているなど厳しい受注競争が続くなか、採算性重視の営業活動を行った結果、155億81百万円（同 

40.7％減）となりました。 

 損益につきましては、生産の効率化、全社挙げての経費削減など経営全般にわたるコスト削減の効果、設計変更

による契約金額の増額などから営業利益は18億56百万円（同196.7％増）、経常利益は17億54百万円（同97.6％

増）、四半期純利益は15億88百万円（前年同期は15億52百万円の損失）となりました。 

 なお、平成21年12月11日に公表いたしました、連結子会社株式会社宮地鐵工所松本工場の操業停止に向けての作

業は予定どおり進捗しております。施工中の一部の工事につきましては、４月以降も残工事として、引き続き同工

場にて施工いたします。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は416億49百万円となり、前連結会計年度末と比べ８億34百万円の減少

となりました。 

主な要因は、受取手形・完成工事未収入金が17億79百万円増加したものの、現金預金が６億10百万円、未成工

事支出金が20億48百万円減少したことによるものであります。 

負債合計は310億69百万円となり、前連結会計年度末と比べ25億８百万円の減少となりました。 

主な要因は、短期借入金が31億30百万円増加したものの、支払手形・工事未払金が18億22百万円、未成工事受

入金が23億59百万円、違約損失引当金が６億65百万円、工事損失引当金が３億９百万円減少したことによるもの

であります。 

純資産は105億80百万円となり、前連結会計年度末と比べ16億74百万円の増加となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結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。）は、前連結会計年度末と

比較して６億12百万円減少し、39億82百万円となりました。これは営業活動により30億82百万円の資金減少（前

年同期比41.1％減）、投資活動により３億１百万円の資金減少（同33.3％減）、財務活動により27億71百万円の

資金増加（同39.4％減）となったためであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益16億30百万円、未成工事支出金等の減少20億50百万円であ

り、主な資金の減少要因は、未成工事受入金の減少23億59百万円、仕入債務の減少18億22百万円、売上債権の増

加17億79百万円、課徴金等の支払６億95百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出２億58百万円、本社移転等に伴う敷金及び保証金の差

し入れによる支出67百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

主な資金の増加要因は、短期借入金の増加31億50百万円であり、主な資金の減少要因は長期借入金の返済によ

る支出３億74百万円であります。 

  

【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



 通期の売上高につきましては、生産が第４四半期も順調に推移する見込みであり、前回予想から変更はありませ

ん。また、利益面につきましては、原価削減、設計変更による契約金額の増額などにより利益率が改善したことか

ら、前回予想を上回る見込みであります。 

 当業界を取り巻く環境は、来年度予算において道路事業費の大幅な減少が見込まれるなど、今後も厳しい状況が続

くものと思われます。当社グループは、グループが保有する実績・技術力・架設力を活かし、総合評価制度への対応

を図り、受注の確保に努めるとともに原価縮減策および設計変更など工事採算の更なる改善を図ってまいります。 

 なお、通期連結業績予想につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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ので、前連結会計年度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。  

  

 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（主な基準、工期１年以上、契約金額１億円

以上、進捗率30％以上）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、「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１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の完成工事高は1,586,734千円増加し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益は、それぞれ169,033千円増加しております。  

  

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

（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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,025,733 4,635,803

受取手形・完成工事未収入金 17,274,183 15,495,115

未成工事支出金 1,401,014 3,449,154

その他 513,313 604,713

貸倒引当金 △30,362 △24,881

流動資産合計 23,183,882 24,159,906

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,993,178 11,994,727

その他（純額） 3,128,149 3,176,624

有形固定資産計 15,121,327 15,171,351

無形固定資産 152,202 131,717

投資その他の資産   

投資有価証券 2,889,267 2,746,166

その他 397,290 367,073

貸倒引当金 △94,500 △92,650

投資その他の資産計 3,192,057 3,020,590

固定資産合計 18,465,587 18,323,659

資産合計 41,649,469 42,483,566

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 7,359,277 9,181,437

短期借入金 11,629,060 8,498,954

未払法人税等 49,535 50,869

未成工事受入金 1,664,960 4,024,855

工事損失引当金 166,800 476,500

違約損失引当金 405,641 1,071,498

その他の引当金 117,797 250,612

その他 778,613 756,372

流動負債合計 22,171,685 24,311,100

固定負債   

長期借入金 2,690,000 3,045,000

再評価に係る繰延税金負債 3,970,651 3,971,210

退職給付引当金 1,983,883 2,062,799

その他の引当金 87,018 71,349

その他 165,845 115,904

固定負債合計 8,897,398 9,266,262

負債合計 31,069,084 33,577,362



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 4,148,270 4,148,473

利益剰余金 △1,151,695 △2,741,429

自己株式 △943,016 △943,272

株主資本合計 5,053,558 3,463,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 233,015 147,870

土地再評価差額金 5,293,810 5,294,562

評価・換算差額等合計 5,526,826 5,442,432

純資産合計 10,580,385 8,906,203

負債純資産合計 41,649,469 42,483,566



（２）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) 

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

完成工事高 23,984,864 26,910,547

完成工事原価 21,976,541 23,649,800

完成工事総利益 2,008,322 3,260,746

販売費及び一般管理費 1,382,443 1,404,052

営業利益 625,879 1,856,694

営業外収益   

受取利息 6,716 2,638

受取配当金 74,507 51,572

負ののれん償却額 216,502 －

その他 108,302 63,474

営業外収益合計 406,028 117,684

営業外費用   

支払利息 121,677 152,524

シンジケートローン手数料 － 66,282

その他 22,720 1,548

営業外費用合計 144,397 220,355

経常利益 887,509 1,754,023

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,235 32

完成工事補償引当金戻入額 － 3,000

固定資産売却益 1,948 3,847

特別利益合計 8,183 6,879

特別損失   

投資有価証券評価損 1,714,463 －

違約損失引当金繰入額 442,035 30,115

事業構造改善費用 － 37,973

本社移転費用 － 37,717

その他 17,904 24,655

特別損失合計 2,174,403 130,462

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,278,710 1,630,441

法人税、住民税及び事業税 22,686 34,905

法人税等調整額 251,402 6,553

法人税等合計 274,088 41,458

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,552,799 1,588,982



（３）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) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,278,710 1,630,441

減価償却費 298,645 309,978

負ののれん償却額 △216,502 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,606 7,331

工事損失引当金の増減額（△は減少） △500,240 △309,700

違約損失引当金の増減額（△は減少） 250,256 30,115

受取利息及び受取配当金 △81,224 △54,210

支払利息 121,677 152,524

為替差損益（△は益） 221 △859

持分法による投資損益（△は益） △1,672 △3,196

投資有価証券評価損益（△は益） 1,714,463 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,921,859 △1,779,067

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 1,259,045 2,050,166

仕入債務の増減額（△は減少） △903,931 △1,822,159

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,169,658 △2,359,895

その他 △129,299 △99,674

小計 △4,565,396 △2,248,205

利息及び配当金の受取額 81,224 54,210

利息の支払額 △120,285 △152,721

法人税等の支払額 △26,485 △40,197

課徴金等の支払額 △603,670 △695,972

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,234,612 △3,082,886

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △236,674 △258,392

投資有価証券の取得による支出 △222,349 －

貸付けによる支出 △8,218 △7,640

貸付金の回収による収入 10,627 9,736

敷金及び保証金の差入による支出 － △67,232

敷金及び保証金の回収による収入 － 26,910

その他 4,266 △5,120

投資活動によるキャッシュ・フロー △452,347 △301,738

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） 4,850,000 3,150,000

長期借入金の返済による支出 △274,723 △374,894

配当金の支払額 △753 △95

その他 △3,554 △3,928

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,570,969 2,771,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221 859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,116,212 △612,683

現金及び現金同等物の期首残高 4,492,076 4,595,300

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,542 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,394,406 3,982,617



 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



生産、受注及び販売の状況（連結） 

  

※ 橋梁とは、新設橋梁の設計・製作・現場施工、既設橋梁の維持・補修・補強、橋梁周辺鋼構造物、複合構造物の

設計・製作・現場施工、プレストレストコンクリート橋梁、ＦＲＰ構造物、その他土木事業であります。 

 建築他とは、大空間・超高層建築物、鉄塔、煙突、工場建物、その他鋼構造物の製作・現場施工、既設構造物の

耐震・免震工事、その他の事業であります。 

６．その他の情報

① 生産の状況             

製品別 

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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁   21,480,872  92.4  22,004,215  91.4  30,584,100  92.8

建築他  1,769,714  7.6  2,058,552  8.6  2,382,099  7.2

合計  23,250,586  100.0  24,062,768  100.0  32,966,199  100.0

              

② 受注の状況             

 （受注高）             

製品別 

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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  24,638,064  93.8  14,530,458  93.3  30,320,892  92.5

建築他  1,624,885  6.2  1,051,185  6.7  2,465,041  7.5

合計  26,262,949  100.0  15,581,643  100.0  32,785,934  100.0

              

 （受注残高）             

製品別 

前第３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末

（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  40,377,962  96.9  26,819,216  98.5  36,994,092  95.9

建築他  1,302,879  3.1  417,974  1.5  1,572,002  4.1

合計  41,680,841  100.0  27,237,190  100.0  38,566,094  100.0

              

③ 販売の状況             

製品別 

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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  21,246,999  88.6  24,705,333  91.8  30,313,698  90.2

建築他  2,737,865  11.4  2,205,214  8.2  3,308,898  9.8

合計  23,984,864  100.0  26,910,547  100.0  33,622,596  100.0
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