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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 15,728 51.6 1,078 137.3 1,113 119.0 639 ―
21年3月期第3四半期 10,373 ― 454 ― 508 ― △257 ―

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 36.95 ―
21年3月期第3四半期 △14.07 ―

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 39,325 14,615 37.2 844.77
21年3月期 38,641 14,150 36.6 817.91

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,615百万円 21年3月期  14,150百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
8.00 8.00

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 24,500 31.1 1,500 551.5 1,500 529.9 750 ― 43.35
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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  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。 

(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 
 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。なお、業績予想に関する事項につきまては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連
結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

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 22,497,059株 21年3月期  22,497,059株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,196,246株 21年3月期  5,196,246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 17,300,813株 21年3月期第3四半期 18,289,335株
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【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 

当第３四半期連結累計期間の事業区分別の業績の概況は、以下のとおりです。 

〔鉄塔事業〕 

鉄塔事業については、送電鉄塔の発注量が減少傾向にある中、受注確保を図るべく積極的な受注活動に

取り組んできた結果、受注高は 43 億 68 百万円（前年同四半期比 21.5％減）となりました。 

売上高は50億 33百万円（前年同四半期比17.2％減）、受注残高は31億 89百万円（前年同四半期比38.9％

減）となっております。 

〔橋梁事業〕 

橋梁事業については、積極的な応札活動を行ってまいりましたが、受注競争が厳しく、受注高は 23 億

85 百万円（前年同四半期は 2億円）となりました。 

売上高は、長期大型工事の進捗により 86 億 89 百万円（前年同四半期比 277.4％増）、受注残高は 113 億

93 百万円（前年同四半期比 41.5％減）となっております。 

〔不動産事業〕 

不動産事業については、東京都江東区の社員寮跡地に建築した賃貸マンションが昨年６月から賃貸を開

始し、売上高は 20 億 5 百万円（前年同四半期比 0.6％増）となっております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は、67 億 54 百万円（前年同四半期比 17.2％増）とな

り、売上高は 157 億 28 百万円（前年同四半期比 51.6％増）となりました。 

利益面については、営業利益は 10 億 78 百万円（前年同四半期比 137.3％増）となり、経常利益は 11 億

13 百万円（前年同四半期比 119.0％増）となりました。四半期純利益は 6億 39 百万円（前年同四半期は四

半期純損失 2億 57 百万円）となっております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ＜財政状態＞ 

  当第３四半期連結会計期間末における総資産額は 393 億 25 百万円と、前期末に比べ 6 億 83 百万円の増

加となりました。 

流動資産は 202 億 94 百万円で、売上高が増え売掛債権が増加したため、前期比 15 億 3 百万円の増加と

なりました。 

固定資産は 190 億 30 百万円となり、前期比 8 億 19 百万円の減少となりました。有形固定資産は 159 億

77 百万円と、不動産賃貸物件の完成引渡しによる取得がありましたが減価償却の実施により、前期に比べ

4 億 60 百万円減少いたしました。投資その他の資産は、投資有価証券の一部売却により、前期比 3 億 59

百万円減少し 30 億 27 百万円となりました。 

  負債合計額は 247 億 10 百万円で、前期比 2億 19 百万円増加いたしました。 

流動負債は 191 億 66 百万円となり、前期比 28 億 91 百万円の増加となりました。これは、支払債務は減

少しましたが、返済 1年内の長期借入金を短期借入金へ振替えたことが主要因です。 

固定負債は 55 億 44 百万円となり、社債の発行や長期運転資金の借入れがあったものの返済 1 年内の長

期借入金の短期への振替、約定返済やその他一部返済があり、前期比 26 億 72 百万円の減少となりました。 

  純資産額は 146 億 15 百万円で、四半期純利益の計上、株主配当の実施等の結果、前期比 4 億 64 百万円

の増加となりました。 

 ＜キャッシュ・フロー＞ 

  当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末とほぼ同額の 41 億 84 百

万円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のと

おりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  税金等調整前四半期純利益の計上がありましたが、橋梁事業の売上高増加による売上債権の増加があり、

544 百万円の支出超となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資有価証券の一部売却による収入がありましたが、建設を進めておりました賃貸用マンションの竣工

による完成支払いにより、40 百万円の支出超となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  短期借入金の返済、長期借入金の約定返済・その他一部返済及び配当金の支払いがありましたが、社債

の発行、長・短期借入れによる調達を行い、5億 92 百万円の収入超となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成 22 年 3 月期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間の実績及び第４四半期連結会

計期間の事業環境を勘案し、売上高 245 億円（前期比 31.1％増）、営業利益 15 億円（前期比 551.5％増）、

経常利益 15 億円（前期比 529.9％増）、当期純利益 7 億 50 百万円（前期は当期純損失 5 億 56 百万円）を

見込んでおります。 

売上高につきましては、鉄塔事業の通信鉄塔及びエンジニアリング部門の売上増等により前回（平成 21

年 5 月 15 日）発表の予想数値を上回る見込みとなりました。利益面につきましても、売上高の増加に伴い、

営業利益、経常利益、当期純利益ともに増益となる見込みであります。 

  なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、

予想数値と異なる可能性があります。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 

   該当事項はありません。 

(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 

 （簡便な会計処理） 

   一般債権の貸倒見積高は、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して算定しており

ます。 

   棚卸資産の四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として算定しております。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である

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。 

   固定資産の減価償却費は、四半期連結会計期間末における減価償却資産の年間償却見積額を期間によ

り按分して算定しております。 

   経過勘定項目は、合理的な算定方法による概算額を計上する方法によっております。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

   操業度の変動により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、流動資

産の仕掛品に含めて繰り延べております。 

   税金費用は、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

(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 

 （会計処理基準に関する事項の変更） 

   連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱の請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期 1 年以上、請

負金額 3 億円以上、かつ、出来高進捗率 50％以上の工事（ただし、平成 19 年 4 月 1 日以降に受注した

工事から適用）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、売上高は 167 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は、そ

れぞれ 4百万円増加しております。 

   なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 



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   

現金及び預金 4,064 4,177

受取手形及び売掛金 5,044 3,616

有価証券 120 －

仕掛品 8,828 9,234

原材料及び貯蔵品 325 406

その他 1,921 1,375

貸倒引当金 △9 △17

流動資産合計 20,294 18,791

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,320 28,703

減価償却累計額 △18,869 △18,297

建物及び構築物（純額） 10,451 10,405

土地 4,922 4,936

その他 6,556 6,929

減価償却累計額 △5,953 △5,834

その他（純額） 603 1,095

有形固定資産合計 15,977 16,437

無形固定資産 26 26

投資その他の資産   

投資有価証券 2,843 3,196

その他 204 210

貸倒引当金 △21 △21

投資その他の資産合計 3,027 3,386

固定資産合計 19,030 19,850

資産合計 39,325 38,641
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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   

支払手形及び買掛金 4,102 5,068

短期借入金 6,042 2,787

1年内償還予定の社債 150 －

未払法人税等 644 189

前受金 5,155 4,763

賞与引当金 46 109

工事損失引当金 2,615 2,880

損害補償損失引当金 27 27

その他 383 449

流動負債合計 19,166 16,274

固定負債   

社債 600 －

長期借入金 1,700 4,974

退職給付引当金 239 213

役員退職慰労引当金 158 154

その他 2,845 2,873

固定負債合計 5,544 8,216

負債合計 24,710 24,491

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,315 2,315

資本剰余金 2,565 2,565

利益剰余金 11,665 11,165

自己株式 △2,646 △2,646

株主資本合計 13,900 13,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 714 750

評価・換算差額等合計 714 750

純資産合計 14,615 14,150

負債純資産合計 39,325 38,641
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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 10,373 15,728

売上原価 8,719 13,508

売上総利益 1,653 2,220

販売費及び一般管理費 1,198 1,141

営業利益 454 1,078

営業外収益   

受取利息 9 0

受取配当金 120 94

その他 42 46

営業外収益合計 171 142

営業外費用   

支払利息 69 86

社債発行費 － 19

シンジケートローン手数料 38 2

その他 10 0

営業外費用合計 118 107

経常利益 508 1,113

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 53 －

貸倒引当金戻入額 3 2

特別利益合計 58 2

特別損失   

固定資産処分損 39 24

投資有価証券売却損 － 3

投資有価証券評価損 119 －

会員権評価損 0 －

損害賠償金 186 －

特別損失合計 346 28

税金等調整前四半期純利益 219 1,087

法人税等 477 448

四半期純利益又は四半期純損失（△） △257 639
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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 219 1,087

減価償却費 795 756

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △56 △63

工事損失引当金の増減額（△は減少） 638 △265

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） △310 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39 25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 4

受取利息及び受取配当金 △129 △95

支払利息 69 86

為替差損益（△は益） △72 －

固定資産処分損益（△は益） 39 24

投資有価証券売却損益（△は益） △53 3

投資有価証券評価損益（△は益） 119 －

会員権評価損 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 110 △1,428

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,379 486

仕入債務の増減額（△は減少） 1,620 △965

前受金の増減額（△は減少） 2,764 391

その他 △55 △212

小計 322 △172

利息及び配当金の受取額 129 95

利息の支払額 △69 △84

法人税等の支払額 △759 △383

営業活動によるキャッシュ・フロー △376 △544

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 △1,033 △322

有形固定資産の売却による収入 0 12

有形固定資産の除却による支出 △37 △19

投資有価証券の売却による収入 66 288

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 0 0

その他 10 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △991 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 200

短期借入金の返済による支出 － △445

長期借入れによる収入 1,550 2,000

長期借入金の返済による支出 △646 △1,774

社債の発行による収入 － 750

社債の償還による支出 △160 －

自己株式の取得による支出 △355 －

配当金の支払額 △184 △138

財務活動によるキャッシュ・フロー 203 592

現金及び現金同等物に係る換算差額 72 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,091 7

現金及び現金同等物の期首残高 3,681 4,177

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,589 4,184
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 
 
(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 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） 

（単位：百万円） 

 鋼構造物

事業 

不動産 

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 8,379 1,993 10,373 － 10,373

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 121 121 (121) －

計 8,379 2,115 10,494 (121) 10,373

営業利益又は営業損失（△） △ 119 996 876 (422) 454

 

 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） 

（単位：百万円） 

 鋼構造物

事業 

不動産 

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 13,722 2,005 15,728 － 15,728

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 116 116 (116) －

計 13,722 2,122 15,845 (116) 15,728

営業利益 438 1,030 1,468 (389) 1,078

（注）１．事業区分の方法 

      日本標準産業分類及び当社グループが採用しております売上計上区分等を勘案して区分してお

ります。 

   ２．各事業区分に属する主要な内容 

      鋼構造物事業：鉄塔及び橋梁の設計・製作・建設その他関連する事業 

      不動産事業 ：不動産の開発及び賃貸に関する事業 

   ３．会計処理の方法の変更 

     当第３四半期連結累計期間 

     （工事契約に関する会計基準及び工事契約に関する会計基準の適用指針） 

      第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

鋼構造物事業の売上高は 167 百万円、営業利益は 4百万円それぞれ増加しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 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）及び当第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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 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）及び当第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） 

  海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

 (1) 受注及び販売の状況 

  ① 受注実績 
                               （単位：百万円、屯） 

事業区分 製品別 

前第３四半期連結累計期間 

（H20/4～H20/12） 

当第３四半期連結累計期間 

（H21/4～H21/12） 

前連結会計年度 

（H20/4～H21/3） 

金 額 （重 量） 金 額 （重 量） 金 額 （重 量）

鋼構造物事業  5,765 (9,802) 6,754 (9,695) 10,282 (15,056)

[鉄塔事業] 鉄塔・鉄構 4,115 (9,020) 2,963 (6,632) 5,101 (11,236)

 そ の 他 1,449 (－) 1,405 (－) 1,718 (－)

 計 5,564 (9,020) 4,368 (6,632) 6,819 (11,236)

    

[橋梁事業] 橋梁・その他 200 (782) 2,385 (3,063) 3,462 (3,820)

    

合 計  5,765 (9,802) 6,754 (9,695) 10,282 (15,056)
 

  ② 受注残高 
                               （単位：百万円、屯） 

事業区分 製品別 

前第３四半期連結累計期間 

（H20/4～H20/12） 

当第３四半期連結累計期間 

（H21/4～H21/12） 

前連結会計年度 

（H20/4～H21/3） 

金 額 （重 量） 金 額 （重 量） 金 額 （重 量）

鋼構造物事業  24,685 (41,497) 14,583 (22,572) 21,551 (35,316)

[鉄塔事業] 鉄塔・鉄構 4,715 (11,483) 2,699 (6,133) 3,640 (9,372)

 そ の 他 505 (－) 490 (－) 213 (－)

 計 5,220 (11,483) 3,189 (6,133) 3,854 (9,372)

    

[橋梁事業] 橋梁・その他 19,465 (30,014) 11,393 (16,439) 17,697 (25,944)

    

合 計  24,685 (41,497) 14,583 (22,572) 21,551 (35,316)
 

  ③ 販売実績 

 
                               （単位：百万円、屯） 

事業区分 製品別 

前第３四半期連結累計期間 

（H20/4～H20/12） 

当第３四半期連結累計期間 

（H21/4～H21/12） 

前連結会計年度 

（H20/4～H21/3） 

金 額 （重 量） 金 額 （重 量） 金 額 （重 量）

鋼構造物事業  8,379 (17,408) 13,722 (22,439) 16,030 (28,843)

[鉄塔事業] 鉄塔・鉄構 4,982 (13,690) 3,904 (9,871) 7,044 (18,017)

 そ の 他 1,094 (－) 1,129 (－) 1,653 (－)

 計 6,076 (13,690) 5,033 (9,871) 8,697 (18,017)

    

[橋梁事業] 橋梁・その他 2,302 (3,718) 8,689 (12,568) 7,332 (10,826)

    

不動産事業  1,993 (－) 2,005 (－) 2,650 (－)

    

合 計  10,373 (－) 15,728 (－) 18,681 (－)

 

 (2) その他 
  （損害賠償訴訟について） 

   連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱は、平成 20 年 6 月に東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、旧日本道路公団が発注した鋼橋上部工工事の入札談合に係る損

害賠償の請求を受けました。当社及び連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱は、請求に応ずる可否を慎重に検討し、当時当社

が受注した案件に係る損害賠償請求について連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱が全額を支払いました。しかしながら、平

成 20 年 12 月に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、当社及び連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱に対して、

当社と共同企業体を構成していた事業会社が工期途中で民事再生適用会社となったことにより未払いになった部分

について、連帯債務として損害賠償を求める訴訟を東京高等裁判所に提訴しました。 

   本件につきましては、現在、東京高等裁判所において係属中であります。 

 




