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(1）経営成績に関する分析 
（当期の経営成績）  
 当事業年度におけるわが国経済は、民間需要の自律的回復力は弱いものの、海外経済の回復を背景に、経済対策効
果もあり緩やかな回復が続きました。 
橋梁事業におきましては、年々発注量が減少していることに加え、政権交代に伴い、今後の発注量が期待できない

ことから、受注量の確保に向けての競争が激化し、受注環境は厳しい状況で推移いたしました。 
 鉄構事業におきましては、首都圏を中心に大型再開発工事に進展がみられたものの、企業の設備投資意欲の回復は
鈍く、受注量の確保および採算面とも厳しい状況が続きました。 
このような状況のもとで、当社は平成20年５月に策定した「再生中期経営計画」２年目の目標達成に向け、「総合

力による受注の拡大と収益の向上」と「安全の徹底と品質の確保」を年度目標に各種施策を推し進めてまいりまし
た。   
橋梁事業では、平成20年10月に新設した「技術提案室」を軸に積極的に受注活動を展開いたしましたが、価格競争

が激化する中で採算面を重視したため、受注量は伸び悩み、前期を下回る結果となりました。しかしながら利益面で
は、手持ち工事が順調に進展し、年間を通じて工場が安定した操業度を保ったことで生産効率が向上し、さらに架設
現場での原価低減も進んだことで、利益率は大幅に改善いたしました。 
鉄構事業では、少ない発注量の中で、首都圏物件を中心に受注確保に努めましたが、受注量は前期をわずかに下回

りました。利益面では、適正な加工費の確保も厳しい状況ではありましたが、当社の積極的な技術提案が採用された
大型工事が利益率改善に寄与いたしました。 
これらの結果、当事業年度の業績につきましては、売上高は23,784百万円（前期比36.6％増）と増加し、営業利益

は1,163百万円（前期比1,097.1％増）、経常利益1,193百万円（前期比655.9％増）と大幅に改善いたしました。有価
証券評価損等の特別損失はありましたが、当期純利益は1,048百万円（前期は642百万円の当期純損失）となり、６期
ぶりに当期純利益を計上することができました。 
当事業年度における事業別の売上高、受注高および受注残高の状況は次のとおりであります。 
（橋梁事業） 
当事業年度における橋梁事業の売上高は17,123百万円（前期比104.7％増）となりました。主な売上工事は西日本

高速道路㈱・東勢高架橋、東京都・富士見橋、中部地方整備局・芦池高架橋、中国地方整備局・吉広高架橋等であり
ます。 
受注高は9,873百万円（前期比31.4％減）となりました。主な受注工事は静岡県・函南高架橋、和歌山県・切畑２

号橋、徳島県・宮島江湖川橋、島根県・東津田高架橋等であります。これにより当事業年度末の受注残高は14,373百
万円（前期比33.5％減）となりました。 
（鉄構事業） 
当事業年度における鉄構事業の売上高は6,660百万円（前期比26.4％減）となりました。主な売上工事は大成建設

㈱・ホンダ寄居工場・西新宿八丁目成子地区再開発、㈱大林組・上本町駅南複合ビル・大阪駅新北ビル等でありま
す。 
受注高は6,216百万円（前期比1.9％減）となりました。主な受注工事は大成建設㈱・西新宿八丁目成子地区再開

発・長岡シティホール、㈱大林組・パレスホテル建替え計画・大阪駅北ヤードＡブロック等であります。これにより
当事業年度末の受注残高は4,227百万円（前期比9.5％減）となりました。 
この結果、当社の当事業年度の受注高は16,090百万円（前期比22.4％減）、受注残高は18,600百万円（前期比

29.3％減）となりました。 
（次期の見通し） 
橋梁事業におきましては、景気対策としての公共事業の補正予算見直しから高速道路４車線化対象区間の復活など

の好材料はあるものの、平成22年度の公共事業費は前年比での削減が見込まれるなど、今後も鋼橋の総発注量は低水
準で推移するものと思われ、受注競争は一層厳しくなると予想されます。鉄構事業におきましても、首都圏以外の経
済回復力は弱く、当社の主要受注先である大手建設会社が熾烈な受注競争を行っていることや、鋼材価格の値上げが
予想されることから、受注・採算の両面で更なる厳しい状況が懸念されます。 
このような状況下で、体制面につきましては、過去２年間は順調に業績が回復していることから、「再生中期経営

計画」の最終年度である平成23年３月期は、大幅な組織変更等を行わず計画の達成に向けて全社を挙げて取り組んで
まいります。 
一方、平成23年３月期の業績予想につきましては、上記の厳しい経営環境を勘案し、売上高20,000百万円、営業利

益200百万円、経常利益300百万円、当期純利益200百万円としております。 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 
① 資産、負債及び純資産の状況  
当事業年度末の総資産は26,448百万円(前事業年度末29,079百万円)となり前事業年度末に比べ2,631百万円減少い

たしました。 
流動資産は、12,918百万円（前事業年度末15,161百万円）で前事業年度末に比べ2,242百万円減少いたしました。

主な要因は売上高の増加による「完成工事未収入金」の増加と「未成工事支出金」の減少によるものであります。 
有形固定資産は7,624百万円（前事業年度末7,800百万円）で前事業年度末に比べ176百万円減少いたしました。主

な要因は75百万円の設備投資の実施と247百万円の減価償却費によるものであります。 
投資その他の資産は5,793百万円（前事業年度末は6,001百万円）で前事業年度末に比べ207百万円減少いたしまし

た。主な要因は子会社清算による「関係会社株式」の減少60百万円であります。 
流動負債は、9,948百万円（前事業年度末13,544百万円）で前事業年度末に比べ3,596百万円減少いたしました。主

な要因は、売上高の増加に伴う「未成工事受入金」の減少3,028百万円によるものであります。 
固定負債は、306百万円（前事業年度末905百万円）で前事業年度末に比べ598百万円減少いたしました。主な要因

は「長期借入金」の返済500百万円によるものであります。 
当事業年度末の純資産の部は、16,194百万円（前事業年度末14,630百万円）で前事業年度末に比べ1,563百万円増

加いたしました。主な要因は「当期純利益」1,048百万円の計上と配当金の支払い66百万円、「その他有価証券評価差
額金」の増加582百万円によるものであります。 
この結果、自己資本比率は61.2％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）は、前事業年度末より12百万円減少し、2,535百
万円となりました。 
 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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] 
 営業活動の結果使用した資金は576百万円となりました。これは主に増加の要因としての税引前当期純利益の計上や
未成工事支出金の減少等を、減少要因である受取手形・完成工事未収入金の増加、支払手形・工事未払金の減少、未
成工事受入金の減少等が上回ったためであります。 
[投資活動によるキャッシュ・フロー] 
 投資活動の結果得た資金は741百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還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] 
財務活動の結果使用した資金は176百万円となりました。これは主に長期借入金の返済と配当金の支払いが短期借

入金の増加を上回ったためであります。 
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）平成21年３月期までは連結財務諸表を作成しておりましたので、各指標は連結ベースの財務数値により計

算しております。 
（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
（注４）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。 
（注５）キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッ

シュ・フローがマイナスのため記載しておりません。  

  

  平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

自己資本比率（％） 57.3％ 50.3％ 61.2％ 

時価ベースの自己資本比率（％） 20.5％ 14.7％ 15.1％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － － 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 当社は、利益配分につきましては、企業体質の強化を図り、あらゆる経営環境の変化にも対応できるよう内部留保
の充実を図るとともに、株主の皆様には安定的な配当を継続的にお届けすることを基本方針とし、業績の推移及び事
業展開を勘案して機動的に実施してまいります。 
 当期の期末配当につきましては、１株につき２円50銭を予定しており、中間配当金を含めた配当金は４円となりま
す。 
 次期配当金につきましては、１株につき４円（中間２円、期末２円）を予定しております。 
 内部留保金につきましては、品質安定のための設備投資や資本参加も視野に入れた事業展開に有効に活用し長期に
わたり堅実な経営基盤の強化を図ってまいります。 
   

 連結子会社である高田エンジニアリング株式会社は、平成21年６月30日に清算結了したため、連結子会社はなくな
りました。 
  

(1）会社の経営の基本方針 
 当社は創業以来、橋梁、鉄骨など鋼構造物の設計、製作、架設などを専門に行なう企業として全国に事業を展開し
てまいりました。そしてこの間一貫して社会に貢献することを目標とし、高度な技術力と安全を重視した施工を行う
こと、良質な社会資本を提供し顧客からの信頼を得ることを経営の基本としております。 
 また、技術研究所を設置して、常に時代の先端を捉えた技術開発に努め、顧客の皆様の多種多様な要望や環境問題
への対応要求にも応え、新しい技術が拓く豊かな未来社会に向けて、経済・文化の発展に貢献する企業として研鑽を
重ねております。 
   
(2）目標とする経営指標 
 「再生中期経営計画」において目標とする経営指標は、平成23年３月期業績について、売上高21,500百万円、営業
利益500百万円、経常利益600百万円、当期純利益580百万円であります。 

  
(3）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 
 橋梁事業・鉄構事業を取り巻く厳しい経営環境の中、当社は収益確保を最優先課題として平成20年５月に発表いた
しました「再生中期経営計画」の達成に向けて全社を挙げて取組んでおります。 
 橋梁事業では、和歌山工場が保有する大型岸壁や自動化された大型設備を最大限活用できる物件が選別受注出来る
よう、総合評価落札方式において技術点で常に高い評価を獲得すること目指してまいります。また、橋梁の長寿命化
対策としての保全・補修工事にも本格的に取組んでまいります。 
 鉄構事業では、受注量確保に向けて主要受注先である大手建設会社との関係をさらに深めてまいります。また、積
極的に適切なＶＥ提案を行うことで利益率の向上を目指します。さらに、当社が得意とするトラス構造物の受注開拓
には引き続き力を注いでまいります。 
 平成23年３月期は年度方針を「総合力による受注の拡大と収益の向上」、「安全の徹底と品質の確保」、「発想の
転換による生産性の向上」および「危機意識を持ち具体的行動」と定め、採算性を重視しつつ受注量の確保に努め、
生産効率の向上による更なるコスト削減を図り、「再生中期経営計画」最終年度の目標達成に向けて邁進してまいり
ます。 
   

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,647,496 2,535,401 
受取手形 487,410 66,532 
完成工事未収入金 8,280,702 10,029,522 
未成工事支出金 3,202,163 203,996 
材料貯蔵品 1,564 5,022 
前払費用 41,530 27,804 
未収入金 479,953 － 
その他 54,246 81,219 
貸倒引当金 △33,900 △31,190 

流動資産合計 15,161,167 12,918,309 
固定資産   
有形固定資産   
建物 ※１  2,734,499 ※１  2,735,446 

減価償却累計額 △1,773,235 △1,834,100 

建物（純額） ※１  961,263 ※１  901,346 

構築物 1,586,587 1,586,917 
減価償却累計額 △1,037,534 △1,078,303 

構築物（純額） 549,052 508,614 
機械及び装置 3,384,912 3,449,548 
減価償却累計額 △2,824,789 △2,948,021 

機械及び装置（純額） 560,122 501,527 
車両運搬具 55,202 56,902 
減価償却累計額 △45,123 △49,658 

車両運搬具（純額） 10,079 7,244 

工具器具・備品 908,519 907,296 
減価償却累計額 △832,872 △842,727 

工具器具・備品（純額） 75,646 64,569 

土地 ※１  5,641,056 ※１  5,641,056 

建設仮勘定 3,500 － 

有形固定資産計 7,800,721 7,624,358 

無形固定資産   
ソフトウエア 24,138 103,689 
ソフトウエア仮勘定 83,477 － 
その他 9,175 9,134 
無形固定資産計 116,792 112,823 

投資その他の資産   
投資有価証券 ※１  4,984,505 ※１  4,962,461 

関係会社株式 60,000 － 
従業員に対する長期貸付金 135,881 110,154 
保険積立金 ※１  519,923 ※１  548,213 

その他 394,816 284,742 
貸倒引当金 △94,000 △112,347 

投資その他の資産計 6,001,126 5,793,223 
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（単位：千円）

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) 

固定資産合計 13,918,641 13,530,404 

資産合計 29,079,808 26,448,714 

負債の部   
流動負債   
支払手形 3,005,196 2,536,548 
工事未払金 2,392,631 1,868,475 
短期借入金 ※１  3,110,000 ※１  3,500,000 

未払金 133,306 688,554 
未払費用 78,353 75,681 
未払法人税等 30,857 36,065 
未成工事受入金 3,297,789 269,560 
預り金 399,891 117,951 
賞与引当金 132,120 159,810 
工事損失引当金 964,249 695,556 
流動負債合計 13,544,396 9,948,202 

固定負債   
長期借入金 ※１  500,000 － 
長期未払金 120,360 － 
退職給付引当金 284,691 230,173 
その他 － 76,134 

固定負債合計 905,051 306,307 

負債合計 14,449,447 10,254,510 

純資産の部   
株主資本   
資本金 5,178,712 5,178,712 
資本剰余金   
資本準備金 4,608,706 4,608,706 
資本剰余金合計 4,608,706 4,608,706 

利益剰余金   
利益準備金 534,463 534,463 
その他利益剰余金   
別途積立金 5,320,000 4,720,000 
繰越利益剰余金 △409,009 1,173,107 

利益剰余金合計 5,445,453 6,427,570 

自己株式 △137,980 △138,677 

株主資本合計 15,094,891 16,076,311 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △464,531 117,893 

評価・換算差額等合計 △464,531 117,893 

純資産合計 14,630,360 16,194,204 

負債純資産合計 29,079,808 26,448,714 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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) 

完成工事高 17,413,593 23,784,676 
完成工事原価 ※１  16,199,419 ※１  21,458,338 

完成工事総利益 1,214,174 2,326,338 

販売費及び一般管理費   
役員報酬 147,927 139,869 
従業員給料手当 415,469 456,755 
賞与引当金繰入額 34,265 49,685 
退職給付引当金繰入額 18,202 28,703 
法定福利費 59,581 66,484 
福利厚生費 17,181 13,884 
修繕維持費 3,139 7,712 
事務用品費 19,129 20,179 
通信交通費 71,036 75,686 
動力用水光熱費 5,346 6,043 
広告宣伝費 1,791 2,492 
交際費 17,055 13,332 
地代家賃 64,595 74,423 
減価償却費 20,359 19,423 
租税公課 31,352 36,774 
保険料 3,238 3,288 
諸会費 12,677 13,040 
設計料 5,402 6,139 
貸倒引当金繰入額 23,400 － 
雑費 145,848 129,119 

販売費及び一般管理費合計 ※１  1,117,000 ※１  1,163,039 

営業利益 97,174 1,163,298 
営業外収益   
受取利息 7,697 5,175 
有価証券利息 27,854 39,805 
受取配当金 62,096 40,217 
仕入割引 24,144 11,534 
スクラップ売却益 17,937 13,455 
その他 11,412 18,857 
営業外収益合計 151,143 129,046 

営業外費用   
支払利息 34,098 66,916 
支払保証料 10,770 9,659 
貸倒引当金繰入額 － 15,637 
投資有価証券売却損 19,223 － 
固定資産除却損 14,474 － 
その他 11,871 6,730 
営業外費用合計 90,437 98,943 

経常利益 157,880 1,193,401 
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（単位：千円）

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) 

特別利益   
投資有価証券売却益 196,610 － 

特別利益合計 196,610 － 

特別損失   
投資有価証券評価損 739,047 96,387 
損害賠償金 240,000 30,124 
特別損失合計 979,047 126,512 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △624,556 1,066,889 

法人税、住民税及び事業税 18,400 18,600 
法人税等合計 18,400 18,600 

当期純利益又は当期純損失（△） △642,956 1,048,289 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 5,178,712 5,178,712 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,178,712 5,178,712 

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 4,608,706 4,608,706 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,608,706 4,608,706 

その他資本剰余金   
前期末残高 115 － 
当期変動額   
自己株式の処分 △115 － 

当期変動額合計 △115 － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計   
前期末残高 4,608,821 4,608,706 
当期変動額   
自己株式の処分 △115 － 

当期変動額合計 △115 － 

当期末残高 4,608,706 4,608,706 
利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 534,463 534,463 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 534,463 534,463 

その他利益剰余金   
別途積立金   
前期末残高 7,720,000 5,320,000 
当期変動額   
別途積立金の取崩 △2,400,000 △600,000 

当期変動額合計 △2,400,000 △600,000 

当期末残高 5,320,000 4,720,000 
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（単位：千円）

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) 

繰越利益剰余金   
前期末残高 △2,076,246 △409,009 
当期変動額   
別途積立金の取崩 2,400,000 600,000 
剰余金の配当 △88,242 △66,173 
当期純利益又は当期純損失（△） △642,956 1,048,289 
自己株式の処分 △1,563 － 

当期変動額合計 1,667,237 1,582,116 

当期末残高 △409,009 1,173,107 

利益剰余金合計   
前期末残高 6,178,216 5,445,453 
当期変動額   
別途積立金の取崩 － － 
剰余金の配当 △88,242 △66,173 
当期純利益又は当期純損失（△） △642,956 1,048,289 
自己株式の処分 △1,563 － 

当期変動額合計 △732,762 982,116 

当期末残高 5,445,453 6,427,570 

自己株式   
前期末残高 △138,968 △137,980 
当期変動額   
自己株式の取得 △1,295 △696 
自己株式の処分 2,283 － 

当期変動額合計 988 △696 

当期末残高 △137,980 △138,677 

株主資本合計   
前期末残高 15,826,781 15,094,891 
当期変動額   
剰余金の配当 △88,242 △66,173 
当期純利益又は当期純損失（△） △642,956 1,048,289 
自己株式の取得 △1,295 △696 
自己株式の処分 604 － 

当期変動額合計 △731,889 981,419 

当期末残高 15,094,891 16,076,311 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 △257,646 △464,531 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206,884 582,424 

当期変動額合計 △206,884 582,424 

当期末残高 △464,531 117,893 
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（単位：千円）

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) 

純資産合計   
前期末残高 15,569,134 14,630,360 
当期変動額   
剰余金の配当 △88,242 △66,173 
当期純利益又は当期純損失（△） △642,956 1,048,289 
自己株式の取得 △1,295 △696 
自己株式の処分 604 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206,884 582,424 

当期変動額合計 △938,774 1,563,844 

当期末残高 14,630,360 16,194,204 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 1,066,889 
減価償却費 272,917 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,637 
賞与引当金の増減額（△は減少） 27,690 
工事損失引当金の増減額（△は減少） △268,692 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △54,517 
長期未払金の増減額（△は減少） △44,226 
受取利息及び受取配当金 △85,198 
支払利息 66,916 
投資有価証券評価損益（△は益） 96,387 
損害賠償損失 30,124 
売上債権の増減額（△は増加） △1,327,943 
未成工事支出金の増減額（△は増加） 2,998,167 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,027,175 
未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,028,229 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 525,243 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 369,714 
その他 △90,287 

小計 △456,582 

利息及び配当金の受取額 82,275 
利息の支払額 △55,988 
損害賠償金の支払額 △127,733 
法人税等の支払額 △18,509 

営業活動によるキャッシュ・フロー △576,537 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の払戻による収入 200,000 
投資有価証券の取得による支出 △223,070 
投資有価証券の売却及び償還による収入 727,139 
有形固定資産の取得による支出 △33,782 
無形固定資産の取得による支出 △21,344 
短期貸付金の回収による収入 30,000 
子会社の清算による収入 60,141 
その他 2,040 
投資活動によるキャッシュ・フロー 741,122 

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） 390,000 
長期借入金の返済による支出 △500,000 
配当金の支払額 △65,983 
自己株式の取得による支出 △696 

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,680 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,095 

現金及び現金同等物の期首残高 2,547,496 
現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,535,401 
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 該当事項はありません。 
   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

  
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） 

１．有価証券の評価基準及び
評価方法 

子会社株式 
移動平均法に基づく原価法 

────── 
  

  
  

その他有価証券 
時価のあるもの 
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により
算定） 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 
移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 
同左 

２．たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

未成工事支出金 
個別法に基づく原価法 

未成工事支出金 
同左 

  材料貯蔵品 
移動平均法に基づく原価法（貸借対照表
価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法） 

材料貯蔵品 
移動平均法に基づく原価法（貸借対照表
価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法） 

  （会計方針の変更） 
当事業年度より「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」（企業会計基準第９号 平
成18年７月５日公表分）を適用しており
ます。 
これによる損益への影響はありません。 

  

３．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） 
定率法を採用しております。 
ただし、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）について
は、定額法を採用しております。 
また、平成10年４月１日以降に取得した
取得価額10万円以上20万円未満の資産に
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。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであり
ます。 
 建物           ３～50年 
 構築物          ３～60年 
 機械及び装置        ４～10年 

有形固定資産（リース資産を除く） 
定率法を採用しております。 
ただし、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（建物附属設備を除く）について
は、定額法を採用しております。 
また、平成10年４月１日以降に取得した
取得価額10万円以上20万円未満の資産に
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。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであり
ます。 
 建物           ３～50年 
 構築物          ３～60年 
 機械及び装置        ４～10年 

  （追加情報） 
当社の機械装置については、従来、耐用
年数を４～13年としておりましたが、当
事業年度より法人税法の改正を契機とし
て見直しを行い、４～10年に変更してお
ります。 
これにより、営業利益及び経常利益は
23,354千円減少、税引前当期純損失は
23,354千円増加しております。 
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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） 

  
  

無形固定資産（リース資産を除く） 
定額法を採用しております。 
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における利用可能期間（５年）
に基づいております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 
同左 

  

  リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を
零とする定額法を採用しております。 
なお、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引のうち、リース取引開始日が平成
20年３月31日以前のリース取引について
は、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。  

リース資産 
同左 

  

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個
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。 

貸倒引当金 
同左 

  賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、前１年間の賞与支給実績を基
礎に将来支給見込額のうち当期負担額を
計上しております。 

賞与引当金 
同左 

  工事損失引当金 
受注工事の損失発生に備えるため、当事
業年度末における手持受注工事のうち損
失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的
に見積ることができる工事について、そ
の損失見積額を計上しております。 

工事損失引当金 
同左 

  退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。 
なお、数理計算上の差異については、各
事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌事業年度から費用処理するこ
ととしております。 

退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。 
なお、数理計算上の差異については、各
事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（５年）
による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌事業年度から費用処理するこ
ととしております。 

    
  

（会計方針の変更） 
当事業年度より、「「退職給付に係る会
計基準」の一部改正（その３）」（企業
会計基準第19号 平成20年７月31日）を
適用しております。 
なお、これによる営業利益、経常利益及
び税引前当期純利益に与える影響はあり
ません。 
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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） 

５．完成工事高及び完成工事
原価の計上基準 

当事業年度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。 

当事業年度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。 

  （会計方針の変更） 
請負工事に係る収益の計上基準について
は、従来、工期１年以上かつ請負金額５
億円以上で、工事進捗率20％以上の工事
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）が平成21年
３月31日以前に開始する事業年度から適
用できることになったことに伴い、当事
業年度からこれらの会計基準等を適用
し、当事業年度に着手した工事契約か
ら、当事業年度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804,601千円、営
業利益及び経常利益は37,752千円増加、
税引前当期純損失は37,752千円減少して
おります。 

   

６．キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲 

────── 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容
易に換金可能であり、かつ、価値の変動に
ついて僅少なリスクしか負わない取得日か
ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投
資からなっております。 

７．その他財務諸表作成のた
めの重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜
方式によっております。 

消費税等の会計処理 
同左 
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会計処理方法の変更

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） 

（リース取引に関する会計基準） 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従
来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており
ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基
準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計
審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会
計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通
常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま
す。 
 なお、リース取引開始日が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を適用しており
ます。 
 これによる損益への影響はありません。 

────── 

表示方法の変更

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） 

────── （貸借対照表） 
 前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」
（当事業年度末残高15,676千円）は、資産総額の100分の
１以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示
することに変更いたしました。 

   前事業年度まで区分掲記しておりました「長期未払金」
（当事業年度末残高76,134千円）は、重要性が低下したた
め、固定負債の「その他」に含めて表示することに変更い
たしました。 

（損益計算書） 
 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示し
ておりました「仕入割引」「スクラップ売却益」は、営業
外収益の合計額の100分の10を超えたため、区分掲記する
ことに変更いたしました。 
 なお、前事業年度における「仕入割引」「スクラップ売
却益」の金額は、それぞれ16,907千円、17,939千円であり
ます。 

（損益計算書） 
 前事業年度まで区分掲記しておりました「投資有価証券
売却損」（当事業年度4,013千円）「固定資産除却損」
（当事業年度368千円）は、営業外費用の総額の100分の10
以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示
することに変更いたしました。 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．株式数の増加7,463株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
２．株式数の減少4,660株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

  
当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  
２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 株式数の増加3,556株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
  

注記事項
（貸借対照表関係）

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） 

 ※１ 担保に供している資産及び対応債務  ※１ 担保に供している資産及び対応債務 
建物 千円716,125
土地 千円2,621,339

投資有価証券 千円1,817,798

保険積立金    千円301,935

 計 千円5,457,199

短期借入金  千円3,110,000

長期借入金 千円500,000

 計   千円3,610,000

建物 千円667,462
土地 千円2,621,339

投資有価証券 千円1,997,640

保険積立金    千円302,067

 計 千円5,588,509

短期借入金  千円3,500,000

（損益計算書関係）

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） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

38,714千円 46,903千円 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  313,966  7,463  4,660  316,769

株式の種類  前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  22,375,865  －  －  22,375,865

株式の種類  前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  316,769  3,556  －  320,325
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３．配当に関する事項 
(1）配当金支払額 

  
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  

該当事項はありません。 
  

  
（決議） 株式の種類 配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 基準日 効力発生日 

平成21年６月25日 
定時株主総会 

普通株式  33,088  1.5 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年11月６日 
取締役会 

普通株式  33,084  1.5 平成21年９月30日 平成21年12月３日 

  
（決議） 株式の種類 配当金の総額 （千円） 配当の原資 １株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 
定時株主総会 

普通株式  55,138 利益剰余金  2.5 平成22年３月31日 平成22年６月25日 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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 

  

（平成22年３月31日現在）   

 現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表の「現
金預金」と同額であります。  

  

（持分法損益等）
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 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

 リース取引、金融商品、有価証券、税効果会計、退職給付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ます。  

 デリバティブ取引、関連当事者情報、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産については該当事項

はありません。 

  

(1）役員の異動 
 役員の異動につきましては、本日開示しております「代表取締役および役員の異動に関するお知らせ」をご参照下
さい。  
  

（１株当たり情報）

項目 
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） 

１株当たり純資産額（円）  663.23  734.24

１株当たり当期純利益金額又は１株当
たり当期純損失金額（△）（円） 

 △29.14  47.52

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額（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) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千
円） 

 △642,956  1,048,289

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は普通株
式に係る当期純損失（△）（千円） 

 △642,956  1,048,289

期中平均株式数（株）  22,059,470  22,056,915

（重要な後発事象）

（開示の省略）

５．その他
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売上及び受注の状況

売 上 状 況

 製品別 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 8,364 48.0 17,123 72.0

鉄 骨 9,049 52.0 6,660 28.0

17,413 100.0 23,784 100.0

受 注 状 況

 製品別 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 14,402 69.4 9,873 61.4

鉄 骨 6,338 30.6 6,216 38.6

20,741 100.0 16,090 100.0

受 注 残 高

 製品別 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 21,623 82.2 14,373 77.3

鉄 骨 4,671 17.8 4,227 22.7

26,294 100.0 18,600 100.0

(21.４.１～22.３.31）

当　　　　期

(21.４.１～22.３.31）(20.４.１～21.３.31）

前　　　　期

当　　　　期

計

期  別 

前　　　　期

(20.４.１～21.３.31）

当　　　　期

（平成22年３月31日現在）

前　　　　期

（平成21年３月31日現在）

計

期  別 

計

期  別 

(2) その他
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