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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 6,232 8.0 103 598.7 129 233.8 62 317.8
21年3月期第3四半期 5,768 39.7 14 ― 38 ― 14 ―

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 12.01 ―

21年3月期第3四半期 2.87 ―

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 7,475 4,631 62.0 895.25
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3四半期  4,631百万円 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 67.65



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3四半期 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3四半期  31,718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3四半期 5,173,869株 21年3月期第3四半期 5,175,592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。 



   
 

 

 

【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３四半期累計期間の状況につきましては、公共事業費の漸減、民間設備投資の縮減が継

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、羽田空港再拡張事業向け製品等の製造販売を完了し、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 80 億５千２百万円（前年同期比２千２百万円減）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 14 億７千６百万円を加え、62億３千

２百万円（前年同期比４億６千４百万円増）となりました。この結果、受注残高は 35 億３千５百万

円（前年同期比 12 億９百万円減）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、経常利益は１億２千９百万円（前年同期比９千万円増）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利益は６千２百万円（前年同期比４千７百万円

増）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３四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ５億１千７百万円減少し、74 億７

千５百万円となりました。主な減少要因は完成工事未収入金及び売掛金の減少 12 億９千８百万円、

受取手形の減少２億円、現金預金の減少１億４千７百万円であり、主な増加要因は関係会社預け金

の増加６億６千４百万円、未成工事支出金の増加３億２千万円、商品及び製品の増加７千４百万円

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４億７千５百万円減少し、28 億４千４百万円となりまし

た。主な減少要因は未払法人税等の減少２億６千８百万円、賞与引当金の減少 1 億７千万円による

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４千２百万円減少し、46 億３千１百万円となりました。

主な減少要因は利益剰余金の減少３千６百万円（四半期純利益６千２百万円による増加と配当金９

千８百万円による減少）によるものであります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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

億１千７百万円増加し、19 億１千５百万円となりました。 

 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６億９千４百万円（前年同期は６億１千９百万円の資金獲得）となり

ました。資金の主な増加要因は売上債権の減少 14 億９千９百万円、税引前四半期純利益１億４千９

百万円であり、資金の主な減少要因は法人税等の支払額３億５千１百万円、未成工事支出金の増加

３億２千万円、賞与引当金の減少１億７千万円、貸倒引当金の減少１億３千９百万円によるもので

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７千８百万円（前年同期は６千３百万円の資金使用）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７千１百万円によるものであ

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３四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３四半期会計期間

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３四半期累計期間の売上高は 14 億７千６百万円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前四半期純利益は、それぞれ１億８千２百万円増加しております。 

 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３四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３四半期会計期間は「商品及び製品」と一括して掲記して

おります。なお、当第３四半期会計期間に含まれる「商品」「製品」は、それぞれ２億円、１億３千

９百万円であります。 

 

   前第３四半期会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払法人

税等」は、資産総額の 100 分の１を超えたため、当第３四半期会計期間では区分掲記することとし

ました。なお、前第３四半期会計期間の流動負債の「その他」に含まれる「未払法人税等」は 

  25,329 千円であります。 



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 447,658 594,872 

受取手形 470,969 671,447 

完成工事未収入金 2,377,620 3,176,760 

売掛金 367,173 867,014 

商品及び製品 340,468 265,504 

未成工事支出金 606,270 286,086 

仕掛品 45 61 

材料貯蔵品 72,991 83,182 

繰延税金資産 200,967 200,967 

関係会社預け金 1,467,573 803,110 

その他 129,363 64,096 

貸倒引当金 △68,297 △92,979 

流動資産合計 6,412,803 6,920,123 

固定資産   

有形固定資産   

建物 227,927 226,266 

その他 258,750 259,833 

有形固定資産合計 486,678 486,100 

無形固定資産 31,751 34,564 

投資その他の資産   

繰延税金資産 350,356 346,833 

その他 218,993 344,958 

貸倒引当金 △25,103 △139,546 

投資その他の資産合計 544,245 552,245 

固定資産合計 1,062,674 1,072,910 

資産合計 7,475,478 7,993,033 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,005,434 1,004,225 

工事未払金 528,026 584,326 

未成工事受入金 89,075 61,799 

未払法人税等 76,801 345,509 

完成工事補償引当金 7,346 7,777 

工事損失引当金 55,068 － 

賞与引当金 110,000 280,000 

役員賞与引当金 － 20,000 

その他 333,011 336,430 

流動負債合計 2,204,764 2,640,068 



（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) 

固定負債   

退職給付引当金 609,255 619,938 

役員退職慰労引当金 30,087 59,595 

固定負債合計 639,343 679,533 

負債合計 2,844,108 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 3,029,578 3,065,781 

自己株式 △16,284 △15,565 

株主資本合計 4,633,028 4,669,951 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,657 3,480 

評価・換算差額等合計 △1,657 3,480 

純資産合計 4,631,370 4,673,431 

負債純資産合計 7,475,478 7,993,033 



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高   

完成工事高 3,958,985 4,957,427 

製品等売上高 1,809,501 1,275,214 

売上高合計 5,768,487 6,232,642 

売上原価   

完成工事原価 3,204,482 4,156,200 

製品等売上原価 1,275,875 749,930 

売上原価合計 4,480,358 4,906,130 

売上総利益   

完成工事総利益 754,502 801,226 

製品等売上総利益 533,626 525,284 

売上総利益合計 1,288,129 1,326,511 

販売費及び一般管理費 1,273,361 1,223,323 

営業利益 14,767 103,187 

営業外収益   

受取利息 12,378 15,939 

その他 12,515 9,969 

営業外収益合計 24,894 25,908 

営業外費用   

投資有価証券評価損 439 － 

その他 550 3 

営業外費用合計 989 3 

経常利益 38,672 129,092 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 384 27,668 

特別利益合計 384 27,668 

特別損失   

固定資産除却損 4,632 7,697 

特別損失合計 4,632 7,697 

税引前四半期純利益 34,423 149,063 

法人税、住民税及び事業税 19,555 73,844 

過年度法人税等 － 13,107 

法人税等合計 19,555 86,951 

四半期純利益 14,868 62,112 



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

完成工事高 1,764,635 2,550,201 

製品等売上高 690,513 358,072 

売上高合計 2,455,148 2,908,274 

売上原価   

完成工事原価 1,285,363 1,998,123 

製品等売上原価 483,022 171,892 

売上原価合計 1,768,386 2,170,015 

売上総利益   

完成工事総利益 479,271 552,078 

製品等売上総利益 207,490 186,179 

売上総利益合計 686,762 738,258 

販売費及び一般管理費 402,269 427,905 

営業利益 284,492 310,352 

営業外収益   

受取利息 3,647 5,144 

その他 3,414 3,413 

営業外収益合計 7,062 8,557 

営業外費用   

投資有価証券評価損 439 － 

その他 － 3 

営業外費用合計 439 3 

経常利益 291,115 318,907 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 6,552 

特別利益合計 － 6,552 

特別損失   

固定資産除却損 4,203 1,521 

特別損失合計 4,203 1,521 

税引前四半期純利益 286,912 323,938 

法人税、住民税及び事業税 121,123 135,960 

過年度法人税等 － 13,107 

法人税等合計 121,123 149,067 

四半期純利益 165,788 174,870 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 34,423 149,063 

減価償却費 68,013 62,763 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,796 △139,124 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,972 △431 

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 55,068 

賞与引当金の増減額（△は減少） △150,000 △170,000 

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） △69,935 △10,683 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,377 △29,507 

受取利息及び受取配当金 △13,658 △16,986 

固定資産除却損 4,632 7,697 

売上債権の増減額（△は増加） 2,144,456 1,499,459 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,525,789 △320,184 

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △52,006 △64,757 

仕入債務の増減額（△は減少） 42,838 △47,297 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 315,076 27,276 

その他 46,236 46,873 

小計 846,680 1,029,231 

利息及び配当金の受取額 13,658 16,986 

法人税等の支払額 △241,084 △351,308 

営業活動によるキャッシュ・フロー 619,253 694,908 

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 △14,454 △3,675 

有形固定資産の取得による支出 △38,582 △71,193 

無形固定資産の取得による支出 △14,391 △3,963 

貸付金の回収による収入 381 － 

その他 3,200 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,846 △78,832 

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 △719 

配当金の支払額 △86,954 △98,108 

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,804 △98,827 

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） 466,603 517,248 

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 1,194,899 1,915,231 



 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 6,658,579 82.5 6,582,785 81.7 △ 75,793 8,667,165 81.1

製 品 等 販 売 部 門 1,416,220 17.5 1,469,742 18.3 53,521 2,015,448 18.9

8,074,799 100.0 8,052,528 100.0 △ 22,271 10,682,614 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 3,958,985 68.6 4,957,427 79.5 998,442 8,641,472 75.8

製 品 等 販 売 部 門 1,809,501 31.4 1,275,214 20.5 △ 534,287 2,763,798 24.2

5,768,487 100.0 6,232,642 100.0 464,155 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 4,180,131 88.1 3,131,589 88.6 △ 1,048,542 1,506,231 87.8

製 品 等 販 売 部 門 564,734 11.9 404,193 11.4 △ 160,540 209,666 12.2

4,744,866 100.0 3,535,783 100.0 △ 1,209,083 1,715,897 100.0

（平成20年12月31日） （平成21年12月31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３四半期累計期間

（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３四半期累計期間

（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12月31日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成21年４月１日

金　　　額

　至　平成21年12月31日）

合　　　　　　計

　至　平成20年12月31日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

合　　　　　　計

前第３四半期累計期間

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日）

金　　　額 構成比

（自　平成20年４月１日

金　　　額

前第３四半期累計期間

合　　　　　　計
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