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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

※平成21年3月期は連結財務諸表を作成しているため、「自己資本当期純利益率」、「総資産経常利益率」、「売上高営業利益率」は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

※平成21年3月期は連結財務諸表を作成しているため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャ
ッシュ・フロー」、「現金及び現金同等物期末残高」は記載しておりません。  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 10,910 9.4 529 64.5 374 95.0 198 ―
21年3月期 9,970 13.7 321 58.8 191 118.7 △1,482 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 1.15 ― 10.9 3.0 4.8
21年3月期 △9.85 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 11,819 1,601 13.5 9.25
21年3月期 12,750 2,053 16.1 11.87

（参考） 自己資本   22年3月期  1,601百万円 21年3月期  2,053百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △313 528 △838 521
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

3,900 △22.7 30 △85.0 △70 ― △90 ― △0.52

通期 13,000 19.1 680 28.5 500 33.7 460 131.6 2.66
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、16ページ「（6）重要な会計方針」の（会計方針の変更）をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 173,142,890株 21年3月期 173,142,890株
② 期末自己株式数 22年3月期  136,555株 21年3月期  128,600株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、3ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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①当期の経営成績 

当社の事業である橋梁業界は、ここ数年来続いております公共事業費の削減に加え、政権交代によ

る公共事業見直しの影響を受け、業界を取り巻く環境は一層厳しく、受注競争はさらに激化しており

ます。平成21年度の国内の総発注量は、高速道路会社・地方自治体等の減少が著しく、総じて前年度

に対し1割以上の減少になったものと推測されます。 

  発注量の減少に伴い、各社とも受注量確保に向けた動きが顕著となり、１工事当たりの入札参加会

社数は、前年度に比べ大幅に増加しております。また入札価格におきましても、国土交通省の発注工

事では、実質的な失格ラインである調査基準価格に近い価格での入札が主流となり、高速道路会社お

よび地方自治体等ではさらに厳しい結果となりました。 

  このような事業環境の下、当社は受注獲得に向け鋭意注力し、当期におきましては前年度を上回る

工事件数の入札を行い、東京都の若洲橋や国土交通省関東地方整備局の大井環七立体工事等大型工事

を受注しましたが、橋梁受注高は50億92百万円、全体で51億17百万円に止まりました。当社はこの状

況を打開するため、既に技術提案を専門とする部署に専任の技術者を増員する等、技術提案力の強化

に取り組むとともに、積算力等の強化にも注力しております。今後はこの強化策により確実な成果を

上げ、必要受注量の確保に向け全力で取り組んでまいります。 

  完成工事高につきましては、前期末受注残が豊富であり、生産も順調に進んだこと等から、橋梁で

は108億86百万円、全体では109億10百万円を計上することができました。 

  なお、当社は第1四半期会計期間において、唯一の連結対象子会社であった株式会社エスビーオーの

全株式を譲渡したため、第1四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。従いまし

て、当期における当社単体の数値を記載することはできませんが、連結の前期における受注高は、橋

梁で113億5百万円、全体で113億34百万円、完成工事高は、橋梁で99億42百万円、全体で99億70百万円

でありました。 

  損益面につきましては、完成工事高が順調に確保できたこと、並びにコスト削減効果、さらには不

採算工事の減少等により、当期における営業利益は5億29百万円、経常利益は3億74百万円となりまし

た。また、特別損失に事業構造改善費用59百万円等、法人税等調整額に87百万円を計上いたしました

が、当期純利益は1億98百万円の黒字を確保することができました。 

  なお、当社連結の前期における営業利益は3億10百万円、経常利益は80百万円、当期純損失は13億30

百万円でありました。 

  

②次期の見通し 

公共事業費予算が毎年減少してきていることに加え、昨夏の政権交代による削減・抑制の傾向はま

すます強くなっており、今後も鋼橋の発注量は低調に推移し、受注獲得競争はさらに熾烈さを増すも

のと思われます。 

  受注面では平成21年3月期に対し低調に終わったため、当期末受注残工事が大きく減少する結果とな

りました。次期におきましては早期に受注する必要があるため、技術提案の専門部署である営業技術

室および積算部門の増員を図り、営業体制の強化を実施いたしました。 

  今後主要材料であります鋼材等の価格が原料の高騰に伴い大幅に上昇することが予測され、業績へ

の影響も懸念されておりますが、当社は一層のコスト圧縮に努めてまいります。また、今まで培った

技術提案力・積算力を常にブラッシュアップすることで、受注獲得に全力を挙げる所存です。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ9億31百万円減少し118億19百万円（前事業年

度末比7.3％減）となりました。流動資産は61億28百万円となり、前事業年度末に比べ2億62百万円減

少しました。この主な要因は、完成工事未収入金は9億80百万円増加したものの、現金預金が6億24百

万円、前渡金が6億83百万円減少したことによるものであります。固定資産は56億90百万円となり、前

事業年度末に比べ6億68百万円減少しました。この主な要因は、100％子会社である株式会社エスビー

オーの全株式を5億70百万円で譲渡したことによるものであります。 

  負債については、前事業年度末に比べ4億78百万円減少し102億18百万円（前事業年度末比4.5％減）

となりました。流動負債は70億13百万円となり、前事業年度末に比べ1億14百万円減少しました。この

主な要因は、工事未払金が5億52百万円、短期借入金が2億76百万円増加したものの、未成工事受入金

が9億65百万円減少したことによるものであります。固定負債は32億4百万円となり、前事業年度末に

比べ3億64百万円減少しました。この主な要因は、長期借入金4億64百万円の返済によるものでありま

す。 

  純資産については、前事業年度末に比べ4億52百万円減少し16億1百万円（前事業年度末比22.0％

減）となりました。この主な要因は、自己株式を6億51百万円で取得したことによる減少及び当期純利

益1億98百万円を計上したことによるものであります。この結果自己資本比率は13.5％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、５億21百万円となり

ました。 

 当事業年度（平成21年4月～平成22年3月）における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要

因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は３億13百万円となりました。この主な要因は、税引前当期純利益２

億97百万円の計上、前渡金６億83百万円の減少、仕入債務６億31百万円の増加により資金が増加した

ものの、売上債権の増加により資金が18億82百万円減少したこと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） 

投資活動の結果増加した資金は５億28百万円となりました。この主な要因は、子会社株式の売却に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は８億38百万円となりました。この主な要因は、短期借入金２億76百

万円の増加及び長期借入金４億64百万円の返済並びに自己株式の取得による支出6億51百万円によるも

のであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
自己資本比率 ： 自己資本 ／ 総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額 ／ 総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債 ／ 営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー ／ 利払い 

（注）①株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

②営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。 

③平成22年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レ

シオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を最重要課題の一つとして認識しております。 

  当期は前期からの受注残が潤沢であったため、当期利益の黒字化を果たすことができました。しか

し、当社は安定的かつ継続的に利益を積み重ね、財務基盤の強化を図ることも極めて重要な経営課題

であると認識しており、誠に遺憾ながら当期においても引き続き無配とさせて頂きます。 

  今後は、株主の皆様のご期待にお応えできるよう、一日も早く復配を実施するために、受注力およ

び技術力の強化に努めてまいります。 

  

平成22年3月期

自己資本比率（％） 13.5

時価ベースの自己資本比率（％） 41.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績、財政状態および株価等に影響を及ぼす可能性があると考えられるリスク

について主な事項を記載しております。 

  なお、本項における将来に関する事項は本資料作成日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

 ①鋼橋発注量の減少 

当社グループの受注工事は、官公庁から発注される鋼橋工事がそのほとんどを占めておりま

す。 

  従いまして、鋼橋の発注量が予想を上回って減少した場合には、当社グループの経営成績およ

び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ②製造原価の変動 

当社のコスト体系においては、鋼材を始めとする原材料や、橋梁の製作および現場架設におけ

る外注費等による変動費が、製造原価において大きな比重を占めております。 

  従いまして、変動費に含まれる各種コストが予想を上回って高騰し請負金額に反映することが

困難な場合には、当社グループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ③鋼材供給の逼迫 

鋼材は鋼橋の主要な原材料であり、鋼材の納入が予想を上回って遅延した場合には、当社グル

ープの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ④金利の変動 

当社の有利子負債依存度は高水準にあり、今後の金利の変動によっては、当社グループの経営

成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤事故の発生 

橋梁およびその他の鉄構物の各事業では非常に重く大きい鋼構造物を扱います。事故の防止に

は全力を挙げて万全の準備を行っていますが、小さな不注意が重大災害に繋がりかねません。万

が一事故が起きてしまうと、損害の賠償に止まらず当社の社会的信用を失墜させ、さらに指名停

止などの行政処分を受けるなど、当社グループの経営成績および財政状態に重大な影響を及ぼす

可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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当社グループは、当第1四半期会計期間において、投資事業を行っておりました100％子会社である

株式会社エスビーオーの全株式を譲渡し、投資事業から撤退したことから、当社と非連結子会社１社

および関連会社１社で構成され、その営業活動は、鋼構造物（橋梁およびその他の鉄構物）の設計、

製作、組立、据付ならびに販売を主な内容とし、さらに関連する事業活動を展開しております。 

  

当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

鋼構造物 ：当社で製造販売するほか、現場据付工事の一部について、関連会社である㈱トーヨー

テクニカに発注しております。 

その他  ：子会社(株)サクラダライフは保険代理店業等を行っております。 

 

  

当第1四半期会計期間において、投資事業を行っておりました100％子会社である株式会社エスビー

オーの全株式を譲渡致しました。これにより重要な関係会社はなくなりました。 

2. 企業集団の状況

(1) 企業集団の概況

(2) 事業系統図

(3) 関係会社の状況
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当社は、橋梁・鉄構の専業メーカーとして「１．常に企業体質の強化を図り、企業の永続的、安定

的発展のために努力する ２．常に技術の研鑚に励み、技術の向上を図り、よって社会のニーズに応

える ３．常に人材の啓発育成に努め、企業の発展のためにその能力を充分発揮せしめるよう努力す

る」を経営理念として、製品を通じて顧客に満足を届けることができる企業であり続けるべく、日々

挑戦を続けております。 

  

当社は、内部監査専任部署である監査室による各部署固有のリスクを意識した内部監査を実施し、

経営者による管理職員を対象とした企業倫理に関する教育および、当社顧問弁護士による全社員を対

象としたコンプライアンス教育を実施しており、法令遵守の徹底および内部管理体制の強化に努めて

まいります。 

  

なお当社は、平成21年3月31日をもちまして3年間の「事業再生計画」を終了いたしました。これに

伴い平成21年度からの「新中期経営計画」を、新たに策定いたしました。今後は「事業再生計画」の

3年間で培ってきた基礎体力を基に「新中期経営計画」を着実に遂行していくことにより、安定的な

収益確保に全力を挙げる所存であります。 

  

新中期経営計画の骨子は、下記の通りであります。 

  

(１) 受注力の強化 

① 技術提案力の強化 

公共工事における入札方式は、技術提案力や施工体制を重視する総合評価方式が定着しつつある

ことから、当社は既に専門の部門を新設し対応しております。さらに今年度においては専任の技術

者を増員する等、組織力の強化にも取り組んでおります。今後はこの技術提案力を有効に活用し、

受注の拡大に努めてまいります。 

  

② 積算力の強化 

受注の拡大のためには技術提案力の強化に加え、価格面における競争力も強化する必要がありま

す。これにはコストの削減だけでなく、積算精度の向上も重要な要素であります。発注内容を的確

に読み取り、積算精度を向上させることで、入札物件の絞り込みや、適正利益の確保に繋げること

ができます。このため現在積算業務を担当する営業部門の人員を増員し組織全体のスキルアップを

図っており、今後の受注拡大に寄与できるものと考えております。 

  

③ 情報収集力の強化 

現在保有している経営資源をより効率よく活用するためには、発注情報をいかに多く正確に早く

収集することが重要となります。多くの発注情報を持つことで、当社の保有する資源を効率よく配

分し、当社にとってより有利な物件の獲得につなげてまいります。今後は情報収集力の強化に努

め、より良い物件の獲得に努め、常に安定した生産量が確保できるように取り組んでまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標および会社の中長期的な経営戦略と対処すべき課題
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(２) 技術力の強化 

① ミス・ロスの削減 

「ストップ！ミス・ロス」を当社の継続的なスローガンに掲げ、特に生産活動において、予防措

置を主体としたリスク管理の強化と、そのための全社的な情報の共有化の徹底により、品質の向上

と安全の確保を最優先課題として取り組んでおります。 

  

② 他社との共同研究開発 

昨今は都市部における架設工事が増えてきており、既存の道路を規制して架設する必要がある

等、地域住民の生活環境に与える影響が大きいため、施工期間の短縮及び環境の維持が求められて

おります。当社は現在、株式会社間組との共同研究による新たな施工方法の開発に取り組んでお

り、この研究開発により社会のニーズに応えてまいります。 

  また、日本大学との共同研究による新技術の開発にも取り組んでおります。 

  

③ 現場技術者のスキルアップ 

橋梁工事はより高度かつ専門的な技術が要求されております。また、品質と安全の確保が必須で

あり、工場製作・現場施工ともに、技術者には高いスキルが求められます。そのため当社は、特に

現場代理人等の現場技術者に対する教育を徹底することでスキルアップを図り、発注者のニーズに

応えてまいります。 

  

④ 技術者の確保 

公共工事においては品質や安全の確保のために、従来に比較し、多数の技術者の配置が求められ

ております。特に現場施工においては専属の技術者が常駐する必要があり、施工件数の増加に伴

い、配置可能技術者の増員が必要となっております。そのため、社内の技術者育成と併せて社外か

らも積極的に採用し、技術者の確保に努めております。 
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4. 財務諸表

 (1) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,145 521

受取手形 63 －

完成工事未収入金 4,275 5,255

未成工事支出金 12 80

原材料及び貯蔵品 12 14

前渡金 715 31

未収入金 124 131

繰延税金資産 － 41

その他 42 52

貸倒引当金 △1 －

流動資産合計 6,390 6,128

固定資産

有形固定資産

建物 2,164 2,169

減価償却累計額 △1,597 △1,635

建物（純額） 567 533

構築物 1,498 1,498

減価償却累計額 △1,104 △1,128

構築物（純額） 394 370

機械及び装置 3,125 2,881

減価償却累計額 △2,784 △2,600

機械及び装置（純額） 341 280

車両運搬具 68 64

減価償却累計額 △66 △60

車両運搬具（純額） 1 4

工具、器具及び備品 167 191

減価償却累計額 △144 △149

工具、器具及び備品（純額） 23 42

土地 4,301 4,301

有形固定資産合計 5,629 5,532

無形固定資産

電話加入権 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産

投資有価証券 115 115

関係会社株式 604 34

その他 9 9

貸倒引当金 － △1

投資その他の資産合計 729 158

固定資産合計 6,359 5,690

資産合計 12,750 11,819
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 485 578

工事未払金 577 1,130

短期借入金 4,195 4,471

1年内返済予定の長期借入金 464 464

未払費用 88 69

未払法人税等 15 10

未払消費税等 101 70

未成工事受入金 1,099 133

賞与引当金 54 57

工事損失引当金 26 1

その他 19 25

流動負債合計 7,127 7,013

固定負債

長期借入金 2,786 2,321

退職給付引当金 777 737

環境対策引当金 － 10

繰延税金負債 － 129

その他 5 5

固定負債合計 3,568 3,204

負債合計 10,696 10,218

純資産の部

株主資本

資本金 3,736 1,402

資本剰余金

その他資本剰余金 － 12

資本剰余金合計 － 12

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,670 198

利益剰余金合計 △1,670 198

自己株式 △12 △12

株主資本合計 2,053 1,601

純資産合計 2,053 1,601

負債純資産合計 12,750 11,819
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 (2) 損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

売上高 9,970 10,910

売上原価 9,074 9,783

売上総利益 896 1,127

販売費及び一般管理費

役員報酬 38 －

従業員給料手当 216 －

退職給付費用 28 －

福利厚生費 5 －

法定福利費 29 －

修繕維持費 9 －

事務用品費 18 －

通信交通費 35 －

調査研究費 17 －

租税公課 19 －

保険料 2 －

支払手数料 94 －

交際費 11 －

地代家賃 10 －

雑費 36 －

販売費及び一般管理費合計 574 598

営業利益 321 529

営業外収益

受取利息及び配当金 4 1

受取賃貸料 － 1

その他 3 1

営業外収益合計 7 4

営業外費用

支払利息 126 152

その他 10 6

営業外費用合計 137 159

経常利益 191 374

特別利益

前期損益修正益 － 6

固定資産売却益 － 0

新株予約権戻入益 65 －

その他 1 －

特別利益合計 66 6

特別損失

固定資産除却損 10 13

投資有価証券評価損 1,495 －

訴訟関連損失 145 －

事業構造改善費用 77 59

環境対策費 － 11

その他 0 －

特別損失合計 1,729 83

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,471 297

法人税、住民税及び事業税 10 10

法人税等調整額 － 87

法人税等合計 10 98

当期純利益又は当期純損失（△） △1,482 198
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 (3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,736 3,736

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － △2,333

当期変動額合計 － △2,333

当期末残高 3,736 1,402

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,967 －

当期変動額

欠損填補 △1,967 －

当期変動額合計 △1,967 －

当期末残高 － －

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － 2,333

欠損填補 － △1,670

自己株式の消却 － △651

当期変動額合計 － 12

当期末残高 － 12

資本剰余金合計

前期末残高 1,967 －

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － 2,333

欠損填補 △1,967 △1,670

自己株式の消却 － △651

当期変動額合計 △1,967 12

当期末残高 － 12

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △2,154 △1,670

当期変動額

欠損填補 1,967 1,670

当期純利益又は当期純損失（△） △1,482 198

当期変動額合計 484 1,868

当期末残高 △1,670 198

利益剰余金合計

前期末残高 △2,154 △1,670

当期変動額

欠損填補 1,967 1,670

当期純利益又は当期純損失（△） △1,482 198

当期変動額合計 484 1,868

当期末残高 △1,670 198
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △12 △12

当期変動額

自己株式の取得 △0 △651

自己株式の消却 － 651

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △12 △12

株主資本合計

前期末残高 3,536 2,053

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,482 198

自己株式の取得 △0 △651

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △1,482 △452

当期末残高 2,053 1,601

新株予約権

前期末残高 65 －

当期変動額

新株予約権の失効 △65 －

当期変動額合計 △65 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 3,601 2,053

当期変動額

資本金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,482 198

自己株式の取得 △0 △651

自己株式の消却 － －

新株予約権の失効 △65 －

当期変動額合計 △1,547 △452

当期末残高 2,053 1,601
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 (4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 297

減価償却費 129

固定資産除売却損益（△は益） 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40

工事損失引当金の増減額（△は減少） △25

その他の引当金の増減額（△は減少） 10

支払利息 152

売上債権の増減額（△は増加） △1,882

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △70

仕入債務の増減額（△は減少） 631

前渡金の増減額（△は増加） 683

未収入金の増減額（△は増加） △7

未払消費税等の増減額（△は減少） △31

その他 △15

小計 △150

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △153

法人税等の支払額 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー △313

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △40

子会社株式の売却による収入 570

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 528

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） 276

長期借入金の返済による支出 △464

自己株式の取得による支出 △651

財務活動によるキャッシュ・フロー △838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △624

現金及び現金同等物の期首残高 1,145

現金及び現金同等物の期末残高 521
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該当事項はありません。 

  

 

 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 …… 移動平均法による原価法によっております。

   その他有価証券

時価のないもの …… 移動平均法による原価法によっております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 …… 個別法による原価法によっております。

原材料及び貯蔵品 …… 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 
(リース資産を除く)

…… 定額法を採用しております。 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償却する方法を採用しております。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によって

おります。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．引当金の計上基準

①貸倒引当金 …… 売上債権及び貸付金等の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 …… 従業員の賞与金の支払に備えるため、当事業年度の負担すべき支給

見込額を計上しております。

③工事損失引当金 …… 受注工事の将来の損失に備えるため、当事業年度末の手持工事のう

ち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もること

ができる工事について、損失見込額を計上しております。

④退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要

支給見込額（簡便法）に基づき、当事業年度に見合う額を計上して

おります。

⑤環境対策引当金 …… 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置

法」によって、処理することが義務付けられているPCB廃棄物の処

理費用に充てるため、当社で保管中であるPCB廃棄物について、日

本環境安全事業株式会社から公表されている処理単価に基づき算出

した処理費用見込み額を計上しております。
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（損益計算書） 

①前事業年度において区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の各項目につきまして

は、当事業年度より一括掲記にて表示しております。  

②前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」(前事

業年度0百万円)は、営業外収益総額の10/100を超えたため、当事業年度においては区分掲記す

ることとしました。 

  

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①完成工事高の計上基準 …… 請負工事に係る収益の計上基準は、当期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）を採用し、その他の工事については

工事完成基準を採用しております。

(会計方針の変更)

完成工事高及び完成工事原価の計上基準変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、原則として完成

基準を採用しており、工期が１年を超え、かつ請負金額が１億円以

上の工事については、工事進行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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27

日 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」（企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会計基準適用

指針第18号）を当事業年度より適用し、当事業年度に着手した工事

契約から、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。 

 この変更により当事業年度の完成工事高は88百万円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ10百万円増加して

おります。

②消費税等の会計処理 …… 消費税及び地方消費税は、税抜方式により処理しております。

(7) 重要な会計方針の変更

表示方法の変更
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(8) 財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

(単位：百万円未満切捨)

当事業年度 
(平成22年3月31日)

 

※１ 関係会社に対する資産及び負債

支払手形 86百万円

工事未払金 50 〃

 

※２ 担保に供している資産

 (1) 担保提供資産

完成工事未収入金 408百万円

有形固定資産

建物 528百万円

構築物 356 〃

機械及び装置 73 〃

土地 4,269 〃

合計 5,635 〃

 

   上記有形固定資産のうち工場財団抵当に供している資産

建物 528百万円

構築物 356 〃

機械及び装置 73 〃

土地 268 〃

合計 1,226 〃

 

 

 (2) 担保資産に対応する債務

短期借入金 4,471百万円

1年内返済予定の長期借入金 464 〃

長期借入金 2,321 〃

合計 7,257 〃

 

   上記のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 ＊ 4,471百万円

1年内返済予定の長期借入金 ＊ 464 〃

長期借入金 ＊ 2,321 〃

合計 7,257 〃

    なお、＊の債務には、共同担保が設定してある債務を含ん

でおります。
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当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

 
  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(損益計算書関係)

(単位：百万円未満切捨)
当事業年度 

(自 平成21年4月1日 
  至 平成22年3月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 43百万円

従業員給料手当 229 〃

賞与引当金繰入額 18 〃

退職給付費用 24 〃

法定福利費 36 〃

通信交通費 35 〃

支払手数料 87 〃

おおよその割合

販売費 31％

一般管理費 69％

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費 2百万円

 

 

※３ 固定資産除却損の主な内訳

機械及び装置 12百万円

(株主資本等変動計算書関係)

１．発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普 通 株 式（株） 173,142,890 － － 173,142,890

A種優先株式（株） 16,400,000 － 16,400,000 －

B種優先株式（株） 50,000 － 50,000 －

(注) A種優先株式及びB種優先株式の減少は、買入により自己株式となったA種優先株式及びB種優先株

式の消却によるものであります。

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普 通 株 式（株） 128,600 7,955 － 136,555

(注) 自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであります。
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当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

関連会社に対する投資の金額       24百万円 

持分法を適用した場合の投資の金額    33 〃 

持分法を適用した場合の投資利益の金額   6 〃 

  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(単位：百万円未満切捨)
当事業年度 

(自 平成21年4月1日 
  至 平成22年3月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金預金 521百万円

現金及び現金同等物 521 〃

(持分法投資損益等)
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(税効果会計関係)

(単位：百万円未満切捨)

当事業年度 
（平成22年3月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1)流動の部

  繰延税金資産

   賞与引当金 23百万円

   工事進行基準損失否認 11 〃

   その他 6 〃

   繰延税金資産合計 41 〃

(2)固定の部

  繰延税金資産

   退職給付引当金 298百万円

   繰越欠損金 4,524 〃

   その他 19 〃

   繰延税金資産小計 4,841 〃

   評価性引当額 △4,137 〃

   繰延税金資産合計 704 〃

  繰延税金負債

   固定資産評価差額金 △833百万円

   繰延税金負債合計 △833 〃

   繰延税金負債(固定)の純額 △129百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の原因となった主な項目別の内訳

 

   法定実効税率 40.43％

   (調整)

   交際費等永久に損金に算入されない項目 6.53％

   住民税均等割 3.63％

   評価性引当額の増減 △17.40％

   税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.19％
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該当事項はありません。 

  

リース取引、金融商品、有価証券、関連当事者情報、退職給付、賃貸等不動産等に関する注記事項

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりま

す。 

  

(１株当たり情報)

当事業年度
(自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)

 
１株当たり純資産額 9円25銭

 
１株当たり当期純利益 1円15銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

 

 

(１株当たり純資産額の算定上の基礎)

貸借対照表上の純資産の部の合計額 1,601百万円

普通株式に係る純資産額 1,601百万円

普通株式の発行済株式数 173,142,890株

普通株式の自己株式 136,555株

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式数

173,009,509株

 

 

(１株当たり当期純利益の算定上の基礎)

損益計算書上の当期純利益 198百万円

普通株式に係る当期純利益 198百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円

普通株式の期中平均株式数 173,009,509株

 

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の算定に含まれなかった潜在株式数の概要

 平成21年６月29日開催の株主総会決議により取得した自己株式(A

種優先株式16,400,000株およびB種優先株式50,000株)を平成21年７

月28日付けで消却しております。 

 

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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該当事項はありません。 

5. 完成工事高、受注高および受注残高

完成工事高 （単位：百万円未満切捨）

品目

当事業年度 前事業年度

(自 平成21年4月1日 
  至 平成22年3月31日)

(自 平成20年4月1日 
  至 平成21年3月31日)

金額 金額

 鋼構造物 10,886 9,942

 その他 24 28

 合  計 10,910 9,970

受注高 （単位：百万円未満切捨）

品目

当事業年度 前事業年度

(自 平成21年4月1日 
  至 平成22年3月31日)

(自 平成20年4月1日 
  至 平成21年3月31日)

金額 金額

 鋼構造物 5,092 11,305

 その他 24 28

 合  計 5,117 11,334

受注残高 （単位：百万円未満切捨）

品目

当事業年度末 前事業年度末

(平成22年3月31日現在) （平成21年3月31日現在）

金額 金額

 鋼構造物 6,453 12,246

 その他 － －

 合  計 6,453 12,246

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

6. その他
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（参考）連結財務諸表 
4.【連結財務諸表】 
 (1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金預金 1,185 

受取手形・完成工事未収入金等 4,338 

未成工事支出金 12 

原材料及び貯蔵品 12 

前渡金 715 

その他 167 

貸倒引当金 △1 

流動資産合計 6,429 

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 3,663 

減価償却累計額 △2,701 

建物及び構築物（純額） 961 

機械装置及び運搬具 3,193 

減価償却累計額 △2,850 

機械装置及び運搬具（純額） 342 

工具、器具及び備品 167 

減価償却累計額 △144 

工具、器具及び備品（純額） 23 

土地 4,301 

有形固定資産合計 5,629 

無形固定資産  

施設利用権 0 

無形固定資産合計 0 

投資その他の資産  

投資有価証券 778 

その他 9 

投資その他の資産合計 787 

固定資産合計 6,417 

資産合計 12,847 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(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 1,063 

短期借入金 4,195 

1年内返済予定の長期借入金 464 

未成工事受入金 1,099 

賞与引当金 54 

工事損失引当金 26 

訴訟損失引当金 － 

その他 231 

流動負債合計 7,133 

固定負債  

長期借入金 2,786 

退職給付引当金 777 

その他 5 

固定負債合計 3,568 

負債合計 10,702 

純資産の部  

株主資本  

資本金 3,736 

資本剰余金 － 

利益剰余金 △1,578 

自己株式 △12 

株主資本合計 2,145 

新株予約権 － 

純資産合計 2,145 

負債純資産合計 12,847 
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 (2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

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) 

売上高 9,970 

売上原価 9,074 

売上総利益 896 

販売費及び一般管理費  

役員報酬 38 

従業員給料手当 216 

退職給付費用 28 

福利厚生費 5 

法定福利費 29 

修繕維持費 9 

事務用品費 18 

通信交通費 35 

調査研究費 17 

広告宣伝費 － 

租税公課 28 

保険料 2 

支払手数料 96 

貸倒引当金繰入額 － 

交際費 11 

地代家賃 10 

雑費 36 

販売費及び一般管理費合計 585 

営業利益 310 

営業外収益  

受取利息及び配当金 4 

その他 3 

営業外収益合計 7 

営業外費用  

支払利息 126 

匿名組合投資損失 99 

株式交付費 1 

その他 10 

営業外費用合計 238 

経常利益 80 

特別利益  

新株予約権戻入益 65 

その他 1 

特別利益合計 66 

特別損失  

固定資産除却損 10 

投資有価証券評価損 1,232 

訴訟関連損失 145 

事業構造改善費用 77 

その他 0 

特別損失合計 1,465 

税金等調整前当期純損失（△） △1,319 

法人税、住民税及び事業税 11 

法人税等合計 11 

当期純損失（△） △1,330 
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 (3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

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) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 3,736 

当期変動額  

新株の発行 － 

当期変動額合計 － 

当期末残高 3,736 

資本剰余金  

前期末残高 1,967 

当期変動額  

新株の発行 － 

欠損填補 △1,967 

当期変動額合計 △1,967 

当期末残高 － 

利益剰余金  

前期末残高 △2,214 

当期変動額  

欠損填補 1,967 

当期純損失（△） △1,330 

当期変動額合計 636 

当期末残高 △1,578 

自己株式  

前期末残高 △12 

当期変動額  

自己株式の取得 △0 

当期変動額合計 △0 

当期末残高 △12 

株主資本合計  

前期末残高 3,476 

当期変動額  

新株の発行 － 

当期純損失（△） △1,330 

自己株式の取得 △0 

当期変動額合計 △1,331 

当期末残高 2,145 

新株予約権  

前期末残高 65 

当期変動額  

新株予約権の行使 － 

新株予約権の失効 △65 

当期変動額合計 △65 

当期末残高 － 

純資産合計  

前期末残高 3,541 

当期変動額  

新株の発行 － 

当期純損失（△） △1,330 

自己株式の取得 △0 

新株予約権の行使 － 

新株予約権の失効 △65 

当期変動額合計 △1,396 

当期末残高 2,145 
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 (4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △1,319 

減価償却費 124 

訴訟関連損失 145 

匿名組合投資損益（△は益） 99 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,232 

固定資産除売却損益（△は益） 10 

その他の特別損益（△は益） △65 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △69 

損失引当金の増減額（△は減少） － 

支払利息 126 

売上債権の増減額（△は増加） △370 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △54 

仕入債務の増減額（△は減少） △95 

前渡金の増減額（△は増加） △562 

未払消費税等の増減額（△は減少） △70 

その他 △54 

小計 △915 

利息の支払額 △127 

損害賠償金の支払額 △401 

法人税等の支払額 △11 

その他の収入 4 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,452 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △112 

固定資産の除却による支出 △1 

匿名組合出資金の払込による支出 △346 

その他 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー △452 

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） 1,595 

長期借入れによる収入 3,500 

長期借入金の返済による支出 △3,509 

株式の発行による収入 － 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,585 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △318 

現金及び現金同等物の期首残高 1,503 

現金及び現金同等物の期末残高 1,185 

㈱サクラダ（5917）　平成22年3月期　決算短信
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