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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 126,619 13.8 12,059 45.9 11,891 46.3 6,426 44.7
21年3月期第3四半期 111,261 ― 8,264 ― 8,129 ― 4,441 ―

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 81.93 ―

21年3月期第3四半期 56.61 ―

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 117,492 44,482 36.1 541.22
21年3月期 127,393 38,473 28.9 469.42

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  42,451百万円 21年3月期  36,821百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 12.00 12.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

12.00 12.00

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 165,000 1.2 13,800 △1.0 13,500 △1.1 7,500 △3.8 95.62
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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  無  

(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 

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって大
きく異なる結果となる可能性があります。 

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 78,465,113株 21年3月期  78,465,113株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  27,673株 21年3月期  25,690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 78,438,704株 21年3月期第3四半期 78,442,775株
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当第３四半期におけるわが国経済は、政府の景気対策やアジア諸国を中心とした海外の景気回復を背

景に、景気持ち直しの動きがみられるものの、自律性に乏しく、失業率が高水準で推移する等、厳しい

状況が続きました。当社グループの主要顧客先である鉄鋼業界におきましても、粗鋼生産が増加傾向を

見せ、11月には前年同月比を上回る等、需要回復の動きが見られるものの、リーマンショック以前の水

準には及ばず、全体として厳しい状況が続きました。 

 このような環境のもと、当社グループは、徹底したコスト削減等の収益改善に取り組み、全社一丸と

なって業績目標の達成に向け邁進した結果、当第３四半期の業績は、売上高126,619百万円（前年同期

比13.8％増）、営業利益12,059百万円(前年同期比45.9％増)、経常利益11,891百万円(前年同期比46.3

増)、四半期純利益6,426百万円(前年同期比44.7％増)となりました。 

 また、事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 建設事業につきましては、売上高の計上基準を完成基準から進行基準へ変更したことによる売上高の

増加に加え、手持ちの鉄鋼関連プロジェクトの収益改善に注力した結果、売上高は119,532百万円（前

年同期比16.7％増）、営業利益は11,873百万円（前年同期比47.7％増）となりました。 

（製品販売等） 

 製品販売等につきましては、事業環境の悪化等により、売上高、利益共に減少し、売上高は7,086百

万円（前年同期比19.5％減）、営業利益は185百万円（前年同期比17.4％減）となりました。 
  

当第３四半期末の連結総資産は、前会計年度末と比較して、売上債権は増加(2,769百万円)したもの

の、未成工事支出金の減少(10,136百万円)及び現金預金の減少(4,945百万円)等により、前会計年度末

127,393百万円から9,901百万円減少し、117,492百万円となりました。 

 負債は有利子負債の減少(7,337万円)及び仕入債務の減少(8,217百万円)等により、前会計年度末

88,919百万円から15,909百万円減少し、73,010百万円となりました。 

 純資産は、配当による941百万円の減少があったものの、四半期純利益6,426百万円等により、前会計

年度末38,473百万円から6,008百万円増加し、44,482百万円となりました。 

 キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローの収入5,754百万円に加

え、現金及び現金同等物を4,944百万円取崩し、配当金の支払、借入金の返済及び設備投資を行いまし

た。なお、当社グループの当第３四半期末有利子負債残高は15,792百万円(前会計年度末比7,337百万円

減少)となりました。 
  

今後の見通しといたしましては、政府の景気対策効果を背景とした景気押上げ効果の継続が期待され

るものの、雇用情勢の一層の悪化・デフレ進行による影響等が懸念され、依然として先行き不透明であ

ります。鉄鋼業界におきましても、粗鋼生産、鋼材受注共に改善基調にあるものの、内需は依然として

低水準であり、当面は厳しい状況が予想されます。 

  このような状況のもと、当社グループといたしましては、鉄鋼関連分野を中心とした事業運営を継続

しつつ、これまで培ってきた同分野での競争力強化を図り、最重点課題として取り組んでおります安

全・品質管理活動を協力会社と一体となって推進してまいります。収益面についても、全社一丸となっ

て受注確保に努めると共に、引き続きコスト削減等の収益改善に傾注し、厳しい事業環境下においても

収益を確保できる磐石な経営基盤の構築を図ってまいります。 

 通期の連結業績予想は、平成22年２月９日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」により修正して

おり、次の通りであります。 

（単位：百万円） 

【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

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

当期(予想) 165,000 13,800 13,500 7,500

前   期 162,963 13,943 13,657 7,798
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該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  請負工事にかかる収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、第１

四半期から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)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)が適用されたことに伴い、第１四半期に着手した工事契約

から当第３四半期末までの進捗部分について成果の確実性の認められる工事については工事進行基準

(工事の進捗度の見積は原価比例法)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日以前に着工した工事契約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３四半期にかかる売上高は10,108百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ1,357百万円増加しております。

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
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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 5,532 10,478

受取手形・完成工事未収入金等 48,089 45,319

未成工事支出金 11,061 21,198

その他のたな卸資産 4,590 4,842

その他 6,721 3,918

貸倒引当金 △42 △39

流動資産合計 75,953 85,717

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 22,850 22,909

機械、運搬具及び工具器具備品 41,885 41,024

土地 16,512 16,869

その他 2,048 1,721

減価償却累計額 △50,373 △49,382

有形固定資産合計 32,923 33,142

無形固定資産 480 499

投資その他の資産   

投資有価証券 2,045 1,751

その他 7,838 8,309

貸倒引当金 △1,748 △2,027

投資その他の資産合計 8,135 8,033

固定資産合計 41,539 41,676

資産合計 117,492 127,393
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 29,114 37,331

短期借入金 9,309 21,121

未払法人税等 2,658 3,563

未成工事受入金 906 1,916

賞与引当金 1,744 955

完成工事補償引当金 1,029 1,048

工事損失引当金 42 77

その他 6,223 5,099

流動負債合計 51,028 71,113

固定負債   

長期借入金 6,140 1,516

退職給付引当金 11,865 12,212

役員退職慰労引当金 89 72

その他 3,886 4,005

固定負債合計 21,981 17,806

負債合計 73,010 88,919

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,468 5,468

資本剰余金 1,873 1,873

利益剰余金 30,737 25,195

自己株式 △9 △9

株主資本合計 38,069 32,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 365 219

土地再評価差額金 4,016 4,072

評価・換算差額等合計 4,381 4,292

少数株主持分 2,030 1,652

純資産合計 44,482 38,473

負債純資産合計 117,492 127,393
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(2) 四半期連結損益計算書 
    第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

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) 

売上高 111,261 126,619

売上原価 96,402 107,609

売上総利益 14,858 19,009

販売費及び一般管理費 6,594 6,950

営業利益 8,264 12,059

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 49 17

受取補償金 123 14

雑収入 126 118

営業外収益合計 302 153

営業外費用   

支払利息 214 195

売上債権売却損 104 80

雑支出 117 45

営業外費用合計 437 321

経常利益 8,129 11,891

特別利益   

貸倒引当金戻入額 60 43

事業譲渡益 36 －

関係会社清算益 － 73

その他 8 19

特別利益合計 106 135

特別損失   

固定資産除却損 － 230

減損損失 － 145

たな卸資産評価損 310 －

その他 129 2

特別損失合計 440 377

税金等調整前四半期純利益 7,795 11,649

法人税、住民税及び事業税 2,490 4,899

法人税等調整額 647 △40

法人税等合計 3,138 4,858

少数株主利益 215 364

四半期純利益 4,441 6,426
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 7,795 11,649

減価償却費 2,100 2,189

減損損失 － 145

貸倒引当金の増減額（△は減少） △114 △216

賞与引当金の増減額（△は減少） 767 789

退職給付引当金の増減額（△は減少） △376 △347

工事損失引当金の増減額（△は減少） △777 △35

受取利息及び受取配当金 △52 △20

支払利息 214 195

売上債権の増減額（△は増加） 50 △2,769

未成工事支出金の増減額（△は増加） △7,187 10,136

たな卸資産の増減額（△は増加） 83 252

仕入債務の増減額（△は減少） 3,727 △8,217

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,288 △1,009

その他 △2,334 △1,005

小計 2,606 11,736

利息及び配当金の受取額 54 20

利息の支払額 △169 △201

法人税等の支払額 △1,509 △5,800

営業活動によるキャッシュ・フロー 982 5,754

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △12 △9

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 10 －

有形固定資産の取得による支出 △3,000 △2,526

有形固定資産の売却による収入 35 295

その他 535 △141

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,431 △2,381

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） 4,248 △5,050

長期借入れによる収入 － 5,300

長期借入金の返済による支出 △1,500 △7,437

配当金の支払額 △705 △939

少数株主への配当金の支払額 △5 △8

その他 △185 △183

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,851 △8,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 402 △4,944

現金及び現金同等物の期首残高 6,223 10,455

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,625 5,510
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該当事項はありません。 

  

 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) 

 
  

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

建設事業 
(百万円)

製品販売等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

102,462 8,798 111,261 ― 111,261

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

11 1,615 1,626 (1,626) ―

計 102,474 10,414 112,888 (1,626) 111,261

営業利益 8,039 225 8,264 ― 8,264

建設事業 
(百万円)

製品販売等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

119,532 7,086 126,619 ― 126,619

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

5 1,391 1,397 (1,397) ―

計 119,538 8,477 128,016 (1,397) 126,619

営業利益 11,873 185 12,059 ― 12,059

(6) 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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「参考」

個別受注・売上・繰越高

①受注高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第３四半期(累計)

自平成20年 4月 1日 自平成21年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成20年12月31日 至平成21年12月31日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 56,957 49,492 △7,465 △13.1

土木 12,418 11,427 △991 △8.0

建築 20,230 13,092 △7,137 △35.3

作業請負 18,981 17,223 △1,758 △9.3

計 108,587 91,235 △17,352 △16.0

製品販売等 7,218 6,058 △1,160 △16.1

合計 115,806 97,293 △18,512 △16.0

②売上高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第３四半期(累計)

自平成20年 4月 1日 自平成21年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成20年12月31日 至平成21年12月31日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 44,523 58,860 14,337 32.2

土木 15,907 12,250 △3,656 △23.0

建築 12,271 19,814 7,543 61.5

作業請負 18,918 17,170 △1,748 △9.2

計 91,621 108,096 16,475 18.0

製品販売等 7,218 6,058 △1,160 △16.1

合計 98,839 114,154 15,315 15.5

③繰越高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期末 当第３四半期末
比較増減（△）  増減率（△）％

区分 平成20年12月31日 平成21年12月31日

建 
設 
事 
業 

機電エンジニアリング 32,177 17,010 △15,166 △47.1

土木 9,443 7,167 △2,276 △24.1

建築 19,069 7,755 △11,314 △59.3

作業請負 77 86 9 12.6

計 60,768 32,020 △28,748 △47.3

製品販売等 ― ― ― ―

合計 60,768 32,020 △28,748 △47.3
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