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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

(注)平成22年3月期第2四半期の対前年同四半期増減率は、平成21年3月期第2四半期においては連結業績での発表をしているため記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 2,775 △45.0 △439 ― △516 ― △1,273 ―
22年3月期第2四半期 5,047 ― 199 ― 125 ― 96 ―

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2四半期 △7.36 ―
22年3月期第2四半期 0.56 ―

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2四半期 9,563 327 3.4 1.90
22年3月期 11,819 1,601 13.5 9.25

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  327百万円 22年3月期  1,601百万円

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   

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 6,820 △37.5 △490 ― △680 ― △1,470 ― △8.50



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 173,142,890株 22年3月期  173,142,890株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  139,754株 22年3月期  136,555株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 173,004,765株 22年3月期2Q 173,011,155株

※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が実施中であります。 

※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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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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と、昨夏の政権交代による公共事業の見直

し等の影響から、市場規模の縮減が当社の予想を超える速度で進み、鋼橋の発注量は大幅に減少してお

ります。加えて発注ロットの大型化により発注件数も減少する等、依然として受注競争は熾烈さを極め

ております。 

  このような状況下、当社は千葉県・東京都・JR東日本および民間工事等を受注いたしましたが、国土

交通省を中心とした大型物件の獲得には至らず、受注実績は当初目標を大きく下回る結果となりまし

た。この結果、第2四半期累計期間（平成22年4月～平成22年9月）の橋梁受注高は前年同期比34億31百

万円減の9億19百万円（前年同期比78.9%減）、総体として34億20百万円減の9億42百万円（前年同期比

78.4%減）に留まり、前年同四半期累計期間受注高を大きく下回る結果となりました。 

  完成工事高は、前期末受注残高が減少したこと、また当期における受注不振の影響等により、橋梁で

は前年同期比22億82百万円減の27億52百万円（前年同期比45.3%減）、総体では前年同期比22億71百万

円減の27億75百万円（前年同期比45.0%減）となりました。 

  損益面では、完成工事高の大幅な減少により、営業損失は4億39百万円（前年同四半期営業利益は1億

99百万円）、経常損失は5億16百万円（前年同四半期経常利益は1億25百万円）となりました。また四半

期純損失につきましては、売上高の減少に加え、繰延税金資産を見直したことから法人税等調整額が増

加し12億73百万円（前年同四半期純利益は96百万円）となりました。 

  当社はこれらの状況を打開するため、受注の獲得を最優先課題とし、入札結果の徹底した分析を行う

とともに組織体制の見直しを図る等、全社総力を挙げて受注活動に取り組んでおります。第3四半期以

降も、国土交通省を中心に多くの大型物件の入札が予定されており、新体制下の営業・技術提案部署を

中心に全社員の英知を結集し、下半期の受注獲得に向けて邁進してまいります。 

  これに加え財務基盤の強化策として、市川本社工場の売却および移転について具体的な検討を進めて

おり、既に複数の購入希望先と交渉を行っております。この市川本社工場の売却が実現いたしますと、

固定資産の売却益の発生が見込まれ、当期純損益の改善が可能となります。また売却代金を借入金の返

済に充当することにより、当社が抱える多額の有利子負債を圧縮することができ、財務体質の改善を図

ることが可能となります。さらに工場売却後の移転先としては、千葉県内を候補地として検討を進めて

おり、現在当社が保有する八街置場の機能も工場移転先に集約することで生産の効率化が実現できれ

ば、より一層のコスト削減に資するものと期待しております。 

  

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ22億55百万円減少し95億63百万円

（前事業年度末比19.1％減）となりました。この主な要因は、現金預金2億67百万円及び完成工事未収

入金18億14百万円が減少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9億82百万円減少し92億35百万円（前事業年度末比9.6％減）と

なりました。流動負債は55億64百万円となり、前事業年度末に比べ14億49百万円減少しました。この主

な要因は、支払手形1億81百万円、短期借入金4億21百万円、工事未払金8億21百万円が減少したことに

よるものであります。固定負債は36億71百万円となり、前事業年度末に比べ4億67百万円増加しまし

た。この主な要因は、繰延税金負債7億4百万円の増加、長期借入金2億32百万円の返済による減少によ

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12億73百万円減少し3億27百万円（前事業年度末比79.5％

減）となりました。この主な要因は、12億73百万円の四半期純損失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3.4％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第2四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。）残高は、前事業年度

末と比べ2億67百万円減少し2億53百万円となりました。 

当第2四半期累計期間（平成22年4月～平成22年9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） 

営業活動の結果増加した資金は3億5百万円となりました。この主な要因は、工事代金の入金により売

上債権が16億84百万円減少及び工事損失引当金1億60百万円増加し資金が増加したものの、税引前四半

期純損失5億22百万円の計上及び仕入債務10億2百万円の減少により資金が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） 

投資活動の結果減少した資金は40百万円となりました。この主な要因は、固定資産の取得によるもの

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5億33百万円となりました。この主な要因は、短期借入金3億円の返済

及び長期借入金2億32百万円の返済によるものであります。 

  

平成23年3月期の通期業績予想については、平成22年11月8日に公表いたしました業績予想の内容と変

更はありません。 

  

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（会計方針の変更） 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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」(企業会計基準委員会 平成20年3月31日 

企業会計基準第18号)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成20

年3月31日 企業会計基準適用指針第21号)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。 

  

（表示方法の変更） 

（四半期損益計算書関係） 

前第2四半期累計期間において、表示しておりました「売上高」、「売上原価」及び「売上総利益」

につきましては、当第2四半期累計期間では科目の表示を実態に即してより明確にするため、「完成工

事高」、「完成工事原価」及び「完成工事総損失(△)」に変更しております。 

  

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と、昨夏の政権交代による公共事業の見直

し等の影響から、市場規模の縮減が当社の予想を超える速度で進み、鋼橋の発注量は大幅に減少してお

ります。加えて発注ロットの大型化により発注件数も減少する等、依然として受注競争は熾烈さを極め

ております。このような状況下、当社は技術提案に関する専門部署における専属の技術者を増員する

等、受注獲得に向けた受注強化策に取り組んでまいりました。しかしながら、受注実績は当初目標を大

きく下回る結果となり、当第2四半期累計期間において、売上高の減少による損失の発生が避けられ

ず、4億39百万円の営業損失、5億16百万円の経常損失および12億73百万円の四半期純損失を計上いたし

ました。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社は当該状況を解消すべく、受注の獲得を最優先課題とし、入札結果の徹底した分析を行うととも

に組織体制の見直しを図っており、新体制下の営業・技術提案部署を中心に全社員の英知を結集し、受

注獲得に向けて邁進しております。これにより売上高の増加を図ることに加え財務基盤の強化策とし

て、市川本社工場の売却および移転について具体的な検討を進めており、既に複数の購入希望先と交渉

を行っております。この市川本社工場の売却が実現いたしますと、固定資産の売却益の発生が見込ま

れ、当期純損益の改善が可能となります。また売却代金を借入金の返済に充当することにより、当社が

抱える多額の有利子負債を圧縮することができ、財務体質の改善を図ることが可能となります。 

  しかしながら、受注獲得に向けた諸施策の効果が現れるのは今後開札を迎える工事であること、また

市川本社工場の売却については、売買契約の締結には至っていないことから、現時点では継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められます。 

  当社といたしましては、当該不確実性を出来るだけ速やかに払拭できるよう全社を挙げて鋭意努力し

てまいります。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９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 253 521

受取手形 8 －

完成工事未収入金 3,440 5,255

未成工事支出金 75 80

原材料及び貯蔵品 13 14

前渡金 19 31

繰延税金資産 － 41

未収入金 30 131

その他 64 52

流動資産合計 3,905 6,128

固定資産

有形固定資産

建物 2,170 2,169

減価償却累計額 △1,654 △1,635

建物（純額） 515 533

構築物 1,498 1,498

減価償却累計額 △1,139 △1,128

構築物（純額） 358 370

機械及び装置 2,883 2,881

減価償却累計額 △2,629 △2,600

機械及び装置（純額） 253 280

車両運搬具 64 64

減価償却累計額 △61 △60

車両運搬具（純額） 3 4

工具、器具及び備品 195 191

減価償却累計額 △154 △149

工具、器具及び備品（純額） 40 42

土地 4,301 4,301

建設仮勘定 27 －

有形固定資産合計 5,501 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 34 34

その他 8 9

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 157 158

固定資産合計 5,658 5,690

資産合計 9,563 11,819
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年９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 397 578

工事未払金 308 1,130

短期借入金 4,050 4,471

1年内返済予定の長期借入金 464 464

未払費用 68 69

未払法人税等 8 10

未払消費税等 － 70

未成工事受入金 29 133

賞与引当金 61 57

工事損失引当金 161 1

その他 14 25

流動負債合計 5,564 7,013

固定負債

長期借入金 2,089 2,321

退職給付引当金 733 737

環境対策引当金 10 10

繰延税金負債 833 129

その他 4 5

固定負債合計 3,671 3,204

負債合計 9,235 10,218

純資産の部

株主資本

資本金 1,402 1,402

資本剰余金

その他資本剰余金 12 12

資本剰余金合計 12 12

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,074 198

利益剰余金合計 △1,074 198

自己株式 △12 △12

株主資本合計 327 1,601

純資産合計 327 1,601

負債純資産合計 9,563 11,819
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 5,047 －

売上原価 4,543 －

売上総利益 503 －

完成工事高 － 2,775

完成工事原価 － 2,898

完成工事総損失（△） － △122

販売費及び一般管理費 303 316

営業利益又は営業損失（△） 199 △439

営業外収益

受取利息及び配当金 0 0

その他 0 1

営業外収益合計 1 1

営業外費用

支払利息 71 76

その他 4 3

営業外費用合計 75 79

経常利益又は経常損失（△） 125 △516

特別利益

前期損益修正益 6 －

固定資産売却益 0 －

その他 － 0

特別利益合計 6 0

特別損失

固定資産除却損 6 0

事業構造改善費用 23 5

特別損失合計 30 5

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 101 △522

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 － 745

法人税等合計 5 751

四半期純利益又は四半期純損失（△） 96 △1,273
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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
（△）

101 △522

減価償却費 64 66

固定資産除売却損益（△は益） 6 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 5 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 △4

工事損失引当金の増減額（△は減少） △16 160

支払利息 71 76

売上債権の増減額（△は増加） △221 1,580

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △94 6

仕入債務の増減額（△は減少） 81 △1,002

前渡金の増減額（△は増加） 591 12

未収入金の増減額（△は増加） 45 101

未払消費税等の増減額（△は減少） △33 △70

その他 △24 △18

小計 548 389

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △72 △73

法人税等の支払額 △10 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー 466 305

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 △27 △38

子会社株式の売却による収入 570 －

その他 △0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 541 △40

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） △397 △300

長期借入金の返済による支出 △232 △232

自己株式の取得による支出 △651 △0

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,280 △533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △272 △267

現金及び現金同等物の期首残高 1,145 521

現金及び現金同等物の四半期末残高 873 253
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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と、昨夏の政権交代による公共事業の見直

し等の影響から、市場規模の縮減が当社の予想を超える速度で進み、鋼橋の発注量は大幅に減少してお

ります。加えて発注ロットの大型化により発注件数も減少する等、依然として受注競争は熾烈さを極め

ております。このような状況下、当社は技術提案に関する専門部署における専属の技術者を増員する

等、受注獲得に向けた受注強化策に取り組んでまいりました。しかしながら、受注実績は当初目標を大

きく下回る結果となり、当第2四半期累計期間において、売上高の減少による損失の発生が避けられ

ず、4億39百万円の営業損失、5億16百万円の経常損失および12億73百万円の四半期純損失を計上いたし

ました。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社は当該状況を解消すべく、受注の獲得を最優先課題とし、入札結果の徹底した分析を行うととも

に組織体制の見直しを図っており、新体制下の営業・技術提案部署を中心に全社員の英知を結集し、受

注獲得に向けて邁進しております。これにより売上高の増加を図ることに加え財務基盤の強化策とし

て、市川本社工場の売却および移転について具体的な検討を進めており、既に複数の購入希望先と交渉

を行っております。この市川本社工場の売却が実現いたしますと、固定資産の売却益の発生が見込ま

れ、当期純損益の改善が可能となります。また売却代金を借入金の返済に充当することにより、当社が

抱える多額の有利子負債を圧縮することができ、財務体質の改善を図ることが可能となります。 

  しかしながら、受注獲得に向けた諸施策の効果が現れるのは今後開札を迎える工事であること、また

市川本社工場の売却については、売買契約の締結には至っていないことから、現時点では継続企業の前

提に関する重要な不確実性が認められます。 

  なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確

実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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
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4. 補足情報

完成工事高、受注高及び受注残高

完成工事高 （単位：百万円未満切捨）

区  分

前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前事業年度

(自 平成21年4月1日
  至 平成21年9月30日)

(自 平成22年4月1日
  至 平成22年9月30日)

(自 平成21年4月1日
  至 平成22年3月31日)

金額 金額 金額

 鋼構造物 5,034 2,752 10,886

 その他 12 23 24

 合  計 5,047 2,775 10,910

受注高 （単位：百万円未満切捨）

区  分

前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前事業年度

(自 平成21年4月1日
 至 平成21年9月30日)

(自 平成22年4月1日
  至 平成22年9月30日)

(自 平成21年4月1日
  至 平成22年3月31日)

金額 金額 金額

 鋼構造物 4,350 919 5,092

 その他 12 23 24

 合  計 4,363 942 5,117

受注残高 （単位：百万円未満切捨）

区  分

前第2四半期会計期間末 当第2四半期会計期間末 前事業年度末

(平成21年9月30日現在) (平成22年9月30日現在) （平成22年3月31日現在）

金額 金額 金額

 鋼構造物 11,562 4,620 6,453

 その他 － － －

 合  計 11,562 4,620 6,453

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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