
  

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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  （百万円未満切捨て）

（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  3,653  △42.3  290  31.1  345  38.4  235  △3.8

22年３月期第１四半期  6,336  －  221  －  249  －  245  －

  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  10  68  －      
22年３月期第１四半期  11  11  －      

  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  24,246  16,144  66.6  732  01
22年３月期  26,448  16,194  61.2  734  24

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 16,144百万円 22年３月期 16,194百万円 

  
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  －       1  50  －       2  50  4  00
23年３月期  －      

23年３月期（予想）  2  00  －       2  00  4  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）  8,600  △25.4  220  △10.7  300  8.8  180  △32.4  8  16
通期  20,000  △15.9  200  △82.8  300  △74.9  200  △80.9  9  06



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 
  
※  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。 
  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 22,375,865株 22年３月期 22,375,865株 

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 321,079株 22年３月期 320,325株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,054,975株 22年３月期１Ｑ 22,058,223株 
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（１）経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期におけるわが国経済は、海外経済の改善から輸出や生産が増加し、緩やかな回復を続けました。企
業の業況感は改善しており、設備投資も持ち直しに転じつつありますが、先行きはなお不透明なまま推移いたしま
した。 
当業界におきましては、橋梁事業は発注量の減少が続く中で、当第１四半期におきましては前第１四半期並みの
発注量はあったものの、絶対量は少なく、受注量の確保が厳しい状況が続きました。鉄骨事業では首都圏を中心と
した大型再開発工事は堅調なものの、鉄骨需要の回復は鈍く、採算面を重視しての受注は厳しい環境で推移いたし
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」最終年度の目標達成に向け、会
社の総力を挙げて取り組んでまいりました。 
この結果、売上高は3,653百万円（前年同四半期比42.3％減）と減少いたしましたが、損益面では、営業利益290
百万円、経常利益345百万円、四半期純利益235百万円を計上することができました。 
しかしながら、受注状況につきましては、総額では前第１四半期を上回ったものの、橋梁の受注が大幅に減少す

る結果となりました。 

  
（２）財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期会計期間末の総資産は、24,246百万円で前事業年度末比2,202百万円の減少となりました。その主な
要因は受取手形・完成工事未収入金と投資有価証券の減少および現金預金の増加によるものであります。負債は、
前事業年度末比2,152百万円減少し、8,102百万円となりました。主な要因は未成工事受入金の増加および短期借入
金と支払手形・工事未払金の減少によるものであります。純資産は利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金
の減少により、前事業年度末比49百万円減少し、16,144百万円となりました。 
（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の残高は4,586百万円となり、前事業年度末と比較し2,051
百万円の増加となりました。 
当第１四半期会計期間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通りであります。 
[営業活動によるキャッシュ・フロー] 
営業活動の結果得た資金は4,573百万円となりました。これは主に、受取手形・完成工事未収入金の減少と未成工
事受入金の増加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] 
投資活動の結果得た資金は25百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が有形固定資産
の取得による支出を上回ったからであります。 
[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2,547百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済と配当金の支払いによ
るものであります。 

  
（３）業績予想に関する定性的情報 
平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年７月30日に第２四半期累計期間の修正を公表いたしまし
た。通期の業績予想につきましては、先行き不透明であることから平成22年５月14日公表の当初予想を据え置いて
おります。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
① 棚卸資産の評価方法 
当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎
として合理的な方法により算出する方法によっております。 
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な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。 

  
（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
① 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。 
これによる損益への影響はありません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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 4,586,717 2,535,401 
受取手形・完成工事未収入金 6,154,264 10,096,055 
有価証券 10,258 － 
未成工事支出金 315,528 203,996 
材料貯蔵品 5,022 5,022 
その他 70,940 109,023 
貸倒引当金 △19,690 △31,190 

流動資産合計 11,123,041 12,918,309 

固定資産   
有形固定資産   
建物・構築物 4,315,132 4,322,364 
減価償却累計額 △2,928,598 △2,912,404 

建物・構築物（純額） 1,386,534 1,409,960 

機械・運搬具 3,492,618 3,506,451 
減価償却累計額 △3,006,676 △2,997,679 

機械・運搬具（純額） 485,941 508,772 
土地 5,641,056 5,641,056 
その他 907,241 907,296 
減価償却累計額 △843,620 △842,727 

その他（純額） 63,621 64,569 

有形固定資産計 7,577,153 7,624,358 

無形固定資産   
ソフトウエア 97,483 103,689 
その他 9,123 9,134 
無形固定資産計 106,607 112,823 

投資その他の資産   
投資有価証券 4,609,298 4,962,461 
従業員に対する長期貸付金 107,509 110,154 
その他 834,555 832,955 
貸倒引当金 △111,617 △112,347 

投資その他の資産計 5,439,745 5,793,223 

固定資産合計 13,123,505 13,530,404 

資産合計 24,246,547 26,448,714 
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（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) 

負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金 3,396,721 4,405,024 
短期借入金 1,000,000 3,500,000 
未払法人税等 12,494 36,065 
未成工事受入金 2,459,165 269,560 
賞与引当金 61,132 159,810 
工事損失引当金 609,749 695,556 
その他 317,872 882,186 
流動負債合計 7,857,135 9,948,202 

固定負債   
退職給付引当金 217,492 230,173 
その他 27,498 76,134 
固定負債合計 244,991 306,307 

負債合計 8,102,126 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 4,608,706 4,608,706 
利益剰余金 6,608,113 6,427,570 
自己株式 △138,850 △138,677 

株主資本合計 16,256,680 16,076,311 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △112,259 117,893 

評価・換算差額等合計 △112,259 117,893 

純資産合計 16,144,420 16,194,204 

負債純資産合計 24,246,547 26,448,714 
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（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) 

完成工事高 6,336,896 3,653,649 
完成工事原価 5,815,443 3,072,930 
完成工事総利益 521,452 580,719 

販売費及び一般管理費   
役員報酬 42,831 34,427 
従業員給料手当 101,267 101,884 
賞与引当金繰入額 15,128 16,344 
退職給付引当金繰入額 6,842 8,595 
通信交通費 20,344 19,036 
雑費 113,299 109,824 
販売費及び一般管理費合計 299,713 290,112 

営業利益 221,738 290,606 

営業外収益   
受取利息 4,872 7,436 
受取配当金 24,727 28,978 
その他 17,026 30,152 
営業外収益合計 46,626 66,567 

営業外費用   
支払利息 12,821 8,160 
その他 5,837 3,499 
営業外費用合計 18,658 11,660 

経常利益 249,706 345,514 

特別損失   
投資有価証券評価損 － 105,122 

特別損失合計 － 105,122 

税引前四半期純利益 249,706 240,391 

法人税、住民税及び事業税 4,630 4,710 
法人税等合計 4,630 4,710 

四半期純利益 245,076 235,681 
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（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 249,706 240,391 
減価償却費 67,012 57,152 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,300 △12,230 
賞与引当金の増減額（△は減少） △75,928 △98,678 
工事損失引当金の増減額（△は減少） △395,903 △85,806 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,462 △12,680 
長期未払金の増減額（△は減少） △44,226 △48,636 
受取利息及び受取配当金 △29,599 △36,415 
支払利息 12,821 8,160 
投資有価証券評価損益（△は益） － 105,122 
売上債権の増減額（△は増加） 87,708 3,941,791 
未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,545,293 △111,531 
仕入債務の増減額（△は減少） △553,018 △971,589 
未成工事受入金の増減額（△は減少） 74,462 2,189,605 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 324,575 △14,991 
その他の流動負債の増減額（△は減少） 136,816 △555,802 
その他 5,671 △5,536 

小計 1,392,628 4,588,325 

利息及び配当金の受取額 28,978 37,962 
利息の支払額 △2,668 △6,613 
損害賠償金の支払額 △124,943 △27,335 
法人税等の支払額 △18,509 △18,495 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,275,487 4,573,844 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
投資有価証券の取得による支出 △42,651 △230 
投資有価証券の売却による収入 58,468 65,871 
有形固定資産の取得による支出 △18,940 △39,914 
無形固定資産の取得による支出 △3,464 △627 
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 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 83,552 25,099 
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） △1,710,000 △2,500,000 
配当金の支払額 △29,034 △47,454 
自己株式の取得による支出 △308 △173 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,739,342 △2,547,628 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △380,303 2,051,315 

現金及び現金同等物の期首残高 2,547,496 2,535,401 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,167,193 4,586,717 
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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）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。

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 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 4,517 71.3 2,531 69.3 17,123 72.0

鉄 骨 1,819 28.7 1,121 30.7 6,660 28.0

6,336 100.0 3,653 100.0 23,784 100.0

受 注 状 況

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 1,208 64.4 114 5.4 9,873 61.4

鉄 骨 666 35.6 2,023 94.6 6,216 38.6

1,874 100.0 2,137 100.0 16,090 100.0

受 注 残 高

 製品別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 18,314 83.9 11,956 70.0 14,373 77.3

鉄 骨 3,518 16.1 5,128 30.0 4,227 22.7

21,832 100.0 17,084 100.0 18,600 100.0

計

期  別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

(21.4.1～21.6.30） (22.4.1～22.6.30） (21.4.1～22.3.31）

４．補足情報

前事業年度

計

期  別 前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

(平成21年6月30日現在） (平成22年6月30日現在）

計

期  別 

(平成22年3月31日現在）

前事業年度末

(21.4.1～21.6.30） (22.4.1～22.6.30） (21.4.1～22.3.31）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度
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