
  

   

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,864  15.2  △150  －  △158  －  △153  －

22年３月期第１四半期  1,618  △10.6  △159  －  △153  －  183  287.6

  
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 

23年３月期第１四半期  △15  45  －  －

22年３月期第１四半期  18  48  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  7,223  4,414  61.1  443  74

22年３月期  7,738  4,631  59.9  465  49

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,414百万円 22年３月期 4,631百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  － － － － 5 00  5  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  － － － － 3 00  3  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  4,500  18.6  30  －  40  －  20  △90.5  2  01

通期  9,500  12.2  100  －  130  －  100  △48.3  10  05



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。  

  

※  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。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、四半期決算短信（添付資料）３ページ

「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 10,000,000株 22年３月期 10,000,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 51,360株 22年３月期 50,364株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 9,949,304株 22年３月期１Ｑ 9,949,636株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一昨年の秋以降急速に悪化した景気に対し、政府による景気対

策や新興国を中心とした外需により、経済指標等に回復の兆しが見られたものの、雇用情勢や所得環境は依然と

して改善されておらず、個人消費の低迷等、景況感の回復が伴わず実体経済は厳しい状況に置かれております。

また、ギリシャの財政危機により欧州の信用不安が拡大し、株価の下落や円高により、先行きに不透明感が高

まっております。 

この様な状況の中で建設業界におきましても、昨年８月の政権交代以降の政策また、政治の混乱等により公共

工事の発注は引き続き低水準で推移しており、受注環境は相変わらず厳しい状況に置かれております。民間工事

におきましても、経済指標等に回復の兆しはあるものの依然として設備投資等については慎重な姿勢を崩してお

らず厳しい状況が続いております。 

当社の場合は、主として地盤関連技術の専門工事に特化し時代のニーズに合った新技術の開発、または改良を

行い固有の技術力の向上を図りつつ相応した事業規模で選択と集中を基本方針として堅実に経営を続けてまいり

ました。 

当第１四半期会計期間も、当社の保有する多様な工法、技術を有効かつ効率的に活用しながら、営業、施工、

技術開発、管理それぞれの部門が密接に連携を図り受注高、完成工事高及び利益等の計画達成に全力を挙げて取

り組んでまいりました。 

受注高につきましては、公共工事の削減による工事量の減少により価格競争の激化等がある中で、前事業年度

からの発注ずれ込み分が当第１四半期会計期間に計上され25億69百万円（前年同期比88.7％増）となりました。

完成工事高につきましては、前事業年度からの繰越工事高の減少、一部工事の着工遅れがあるものの18億  

64百万円（前年同期比15.2％増）となりました。 

利益につきましては、価格競争の激化により工事採算が悪化する中、施工体制、施工プロセスの見直し等工事

原価低減策を実施してまいりましたが、前事業年度からの繰越工事高の減少、高付加価値工事の着工遅れ等によ

り、営業損益は１億50百万円の営業損失（前年同期は１億59百万円の営業損失）となり、経常損益は１億58百万

円の経常損失（前年同期は１億53百万円の経常損失）となりました。 

また、四半期純損益は、１億53百万円の四半期純損失（前年同期は１億83百万円の四半期純利益）となりまし

た。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

第１四半期会計期間末の総資産につきましては、72億23百万円であり、前事業年度末に比べ５億14百万円減少

となりました。主な要因は、現金預金、売上債権（受取手形・完成工事未収入金等）及び未成工事支出金の減少

によるものであります。 

総負債につきましては、28億８百万円であり、前事業年度末に比べ２億98百万円減少となりました。主な要因

は、仕入債務（支払手形・工事未払金等）及び未成工事受入金の減少によるものであります。 

純資産につきましては、44億14百万円であり、前事業年度末に比べ２億16百万円減少となりました。自己資本

比率は61.1％（前事業年度末は59.9％）となっております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ３億

58百万円減少し、17億53百万円となりました。 

  

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

営業活動の結果使用した資金は１億31百万円（前年同期比534.0％増）となりました。 

これは主に、仕入債務（支払手形・工事未払金等）及び未成工事受入金の減少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） 

投資活動の結果使用した資金は１億60百万円（前年同期は33百万円の獲得）となりました。 

これは主に、定期預金の預入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52百万円（前年同期比62.0％増）となりました。 

これは主に、配当金の支払によるものであります。   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（３）業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しでありますが、国内経済は今後も不透明な環境下で推移するものと思われます。 

このような状況の中で建設業界におきましても、公共工事の発注は引き続き低水準で推移するものと思われ、

また民間工事におきましても依然として設備投資等については慎重な姿勢を崩しておらず、引き続き厳しい状況

が続くものと思われます。 

このような厳しい環境のもと、受注面につきましては当社の得意分野である耐震、液状化防止、災害復旧及び

土壌改良等の環境関連分野に積極的に営業展開するのは当然として、新規事業の開拓にも積極的に取り組んでま

いります。施工面につきましては、安全施工を 優先とし施工品質を確保しつつ創意工夫による効率的な現場管

理を徹底し、コストダウンを図り工事利益の確保に取り組んでまいりますので、現段階において平成22年５月14

日に公表いたしました「平成22年３月期決算短信（非連結）」でお知らせした平成23年３月期の第２四半期累計

期間及び通期の業績予想について変更はございません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（税金費用の計算）  

税金費用につきましては、税務上の加減算項目及び税額控除項目を重要なものに限定する簡便な方法によ

り計算しております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。  

    

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,297,598 2,607,605

受取手形・完成工事未収入金等 2,367,229 2,466,793

未成工事支出金 8,263 156,685

その他 134,594 129,301

貸倒引当金 △38,052 △43,741

流動資産合計 4,769,633 5,316,645

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 277,262 281,589

機械・運搬具（純額） 566,049 604,175

土地 270,938 270,938

その他（純額） 38,357 36,223

有形固定資産計 1,152,608 1,192,926

無形固定資産 29,076 28,583

投資その他の資産   

投資有価証券 606,170 629,866

その他 684,798 595,483

貸倒引当金 △18,977 △25,301

投資その他の資産計 1,271,991 1,200,048

固定資産合計 2,453,675 2,421,558

資産合計 7,223,309 7,738,203

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,870,442 2,096,823

短期借入金 500,000 500,000

未払金 100,181 116,290

未払法人税等 4,547 17,024

未成工事受入金 17,291 66,291

完成工事補償引当金 900 800

工事損失引当金 － 20,500

賞与引当金 65,576 43,800

その他 59,882 46,848

流動負債合計 2,618,822 2,908,377

固定負債   

繰延税金負債 10,764 19,817

退職給付引当金 22,833 25,637

役員退職慰労引当金 123,653 117,909

その他 32,591 35,027

固定負債合計 189,843 198,391

負債合計 2,808,665 3,106,768



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 904,737 904,737

利益剰余金 3,000,803 3,204,227

自己株式 △6,646 △6,522

株主資本合計 4,398,894 4,602,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,749 28,993

評価・換算差額等合計 15,749 28,993

純資産合計 4,414,643 4,631,434

負債純資産合計 7,223,309 7,738,203



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高   

完成工事高 1,618,778 1,864,405

売上高合計 1,618,778 1,864,405

売上原価   

完成工事原価 1,536,645 1,780,452

売上原価合計 1,536,645 1,780,452

売上総利益   

完成工事総利益 82,132 83,953

売上総利益合計 82,132 83,953

販売費及び一般管理費 242,018 234,732

営業損失（△） △159,885 △150,779

営業外収益   

受取利息 2,091 1,726

受取配当金 2,987 14,450

為替差益 2,224 －

その他 2,396 2,804

営業外収益合計 9,699 18,980

営業外費用   

支払利息 1,842 1,697

貸倒引当金繰入額 1,319 －

為替差損 － 25,335

営業外費用合計 3,162 27,032

経常損失（△） △153,348 △158,831

特別利益   

前期損益修正益 2,241 7,064

移転補償金 330,143 －

その他 487 1,050

特別利益合計 332,872 8,114

特別損失   

その他 952 40

特別損失合計 952 40

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 178,571 △150,756

法人税、住民税及び事業税 3,695 2,919

法人税等還付税額 △9,029 －

法人税等合計 △5,333 2,919

四半期純利益又は四半期純損失（△） 183,905 △153,675



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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又は税引前四半期純損失
（△）

178,571 △150,756

減価償却費 48,205 45,381

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,907 △12,012

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,700 100

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △20,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,671 21,775

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,021 △2,803

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,868 5,743

受取利息及び受取配当金 △5,078 △16,176

支払利息 1,842 1,697

固定資産除売却損益（△は益） － △1,050

売上債権の増減額（△は増加） 489,036 99,564

未成工事支出金の増減額（△は増加） 57,781 146,656

破産更生債権等の増減額（△は増加） △1,517 5,988

仕入債務の増減額（△は減少） △154,343 △226,380

未成工事受入金の増減額（△は減少） △139,008 △48,999

その他 △512,747 18,785

小計 △19,346 △132,986

利息及び配当金の受取額 5,078 16,176

利息の支払額 △1,842 △1,697

法人税等の支払額 △13,585 △12,509

法人税等の還付額 9,029 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,666 △131,015

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △57,000 △157,000

定期預金の払戻による収入 100,000 －

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 － 1,600

有形及び無形固定資産の取得による支出 △13,522 △3,856

有形固定資産の売却による収入 － 1,300

投資有価証券の取得による支出 △200 △199

投資有価証券の売却による収入 2,700 －

貸付けによる支出 － △5,000

その他の支出 △364 △927

その他の収入 1,435 3,970

投資活動によるキャッシュ・フロー 33,049 △160,113

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 － △123

配当金の支払額 △29,848 △49,748

その他 △2,435 △2,435

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,284 △52,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 514 △14,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,387 △358,367

現金及び現金同等物の期首残高 1,535,521 2,111,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,516,133 1,753,598



該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（１）受注工事高及び施工高の状況 

①受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては期中受注工事

高にその増減額を含めております。従って、期中完成工事高にもその増減額が含まれております。 

２．期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３．期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

４．前事業年度は、工種別に区分した情報を記載しておりましたが、当事業年度より、「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）が平成22年４月１日より開始

する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメント別）で情報を記載しております。 

５．前事業年度のセグメント情報については、新しい区分での集計が困難なため工種別にて区分した情報を記

載しております。 

（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

４．補足情報

期 別 工種別
期首繰越 
工事高 

（百万円） 

期中受注
工事高 

（百万円）

計
（百万円）

期中完成
工事高 

（百万円）

期末繰越工事高 
期中
施工高 

（百万円）
手持工事高
（百万円） 

うち施工高 
（百万円） 

  

前第１四半期累計期間 

（自平成21年 

４月１日 

至平成21年 

６月30日） 

  

  

                            ％          

地盤注入工  3,299 634 3,934 836 3,097  2.6 80 736

アンカー・斜面安

定工 
 1,040 421 1,462 342 1,120  7.1 80 355

地盤改良工  1,103 203 1,307 268 1,039  － － 268

その他  363 102 465 172 293  0.1 0 172

計  5,807 1,361 7,169 1,618 5,550  2.9 161 1,532

 前事業年度 

（自平成21年 

４月１日 

至平成22年 

３月31日）  

  

                            ％          

地盤注入工  3,299 3,503 6,803 4,704 2,099  3.3 68 4,592

アンカー・斜面安

定工 
 1,040 1,660 2,700 1,665 1,035  6.5 66 1,665

地盤改良工  1,103 1,431 2,535 1,340 1,194  － － 1,340

その他  363 682 1,045 753 291  － － 753

計  5,807 7,278 13,085 8,463 4,622  2.9 135 8,352

期 別 セグメント別 
期首繰越 
工事高 

（百万円） 

期中受注
工事高 

（百万円）

計
（百万円）

期中完成
工事高 

（百万円）

期末繰越工事高 
期中
施工高 

（百万円）手持工事高
（百万円） 

うち施工高 
（百万円） 

  

当第１四半期累計期間 

（自平成22年 

４月１日 

至平成22年 

６月30日） 

   

                            ％          

東京第一事業部  318 488 806 322 484  － － 322

東京第二事業部  839 278 1,117 178 939  － － 178

東京第三事業部  305 138 444 186 257  － － 186

名古屋支店  968 281 1,250 177 1,072  － － 177

関西支店  830 925 1,756 114 1,641  － － 114

台北支店  714 159 873 631 241  1.1 2 564

その他  644 298 943 253 689  －    － 186

計  4,622 2,569 7,191 1,864 5,327  0.0 2 1,731



 ②受注工事高 

  （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．前四半期累計期間は、工種別に区分した情報を記載しておりましたが、当四半期累計期間は、「セグメン

ト情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の

開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）が平成22年４月１

日より開始する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメント別）で情報を記載しております。

３．前四半期累計期間のセグメント情報については、新しい区分での集計が困難なため工種別にて区分した情

報を記載しております。 

  

 ③完成工事高 

 （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．前四半期累計期間は、工種別に区分した情報を記載しておりましたが、当四半期累計期間は、「セグメント

情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）が平成22年４月１日より

開始する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメント別）で情報を記載しております。 

期 別 工種別 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

計  
（百万円） 

前第１四半期累計期間 

（自平成21年４月１日 

至平成21年６月30日）

    

地盤注入工 487 146  634

アンカー・斜面安定工 193 227  421

地盤改良工 163 40  203

その他 37 64  102

計 883 478  1,361

期 別 セグメント別
官公庁

（百万円） 
民間

（百万円） 
計  

（百万円） 

当第１四半期累計期間 

（自平成22年４月１日 

至平成22年６月30日）

    

東京第一事業部 102 385  488

東京第二事業部 254 23  278

東京第三事業部 83 55  138

名古屋支店 121 160  281

関西支店 909 16  925

台北支店 159 －  159

その他 213 84  298

計 1,844 724  2,569

期 別 工種別 

全社 ─ 
計

（百万円） 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） ─ ─ 

前第１四半期累計期間 
（自平成21年４月１日 
至平成21年６月30日） 

地盤注入工 501 334 －  － 836

アンカー・斜面安定工 148  193 －  － 342

地盤改良工 231 37 －  － 268

その他 86 85 －  － 172

計 968 649 －  － 1,618

期 別 セグメント別 

国内 海外 計
（Ｂ）  

（百万円） 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

（Ａ）
（百万円） 

（Ａ）/（Ｂ） 
（％） 

当第１四半期累計期間 
（自平成22年４月１日 
至平成22年６月30日） 

東京第一事業部 78 216 26  8.3 322

東京第二事業部 150 27 －  － 178

東京第三事業部 54 121 10  5.6 186

名古屋支店 89 88 －  － 177

関西支店 61 52 －  － 114

台北支店 － － 631  100.0 631

その他 147 106 －  － 253

計 582 613 668  35.9 1,864



３．前四半期累計期間のセグメント情報については、新しい区分での集計が困難なため工種別にて区分した情報

を記載しております。  

 ４．前四半期累計期間については、海外工事が10％未満のため記載を省略しております。 

５．当四半期累計期間の完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合

は、次のとおりであります。  

６．当四半期累計期間の海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

   

④手持工事高（平成22年６月30日現在） 

（注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。  

  ２．当四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）が平成22年４月１日より開始する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメ

ント別）で情報を記載しております。 

３．当四半期会計期間末における手持工事高のうち、海外工事が10％未満のため海外工事を含めて記載してお

ります。 

相手先

前第１四半期累計期間

（自平成21年４月１日 
   至平成21年６月30日）   

当第１四半期累計期間 
（自平成22年４月１日 

    至平成22年６月30日）   

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

前田建設工業㈱  －  －  603  32.4

㈱大林組  －  －  302  16.2

大成建設㈱  197  12.2  －  －

㈱増岡組  183  11.3  －  －

地域 当第１四半期累計期間（％）  

中華民国（台湾）  94.4

トルコ共和国  4.0

ブータン王国  1.6

計  100.0

セグメント別 官公庁 
（百万円） 

民間
（百万円） 

計
（百万円） 

東京第一事業部  255 229 484

東京第二事業部  447 491 939

東京第三事業部  112 144 257

名古屋支店  291 780 1,072

関西支店  1,465 175 1,641

台北支店  241 － 241

その他  378 310 689

計  3,194 2,132 5,327
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