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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(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3四半期 11,625 △28.6 552 53.2 646 52.7 516 74.4
22年3月期第3四半期 16,292 ― 361 ― 423 ― 296 ―

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3四半期 23.41 ―
22年3月期第3四半期 13.42 ―

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3四半期 23,804 16,507 69.3 748.57
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3四半期  16,507百万円 22年3月期  16,194百万円

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 ― 1.50 ― 2.50 4.00
23年3月期 ― 2.00 ―
23年3月期 

（予想）
2.00 4.00

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 20,000 △15.9 600 △48.4 700 △41.3 550 △47.5 24.93



(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 

（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．２「２．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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 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3Q  323,380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3Q 22,054,381株 22年3月期3Q 22,057,246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、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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあるものの、改善の動きには一服感がみられ

ます。企業収益は、改善のペースが弱まりながらも、増勢を維持しておりますが、企業の業況感は製造業を中心に

弱めとなっております。 

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、１案件あたりの発注量は大型化し、生き残りをか

けた受注競争はさらに激化しております。鉄構事業におきましては、首都圏での大型再開発工事は続くものの、鉄

骨の全体需要量は低レベルで推移し、仕事量確保に向けて過当競争の状態となっております。 

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11,625百万円（前年同四半期比28.6％減）と減少いたしましたが、損益面では、営業利益552

百万円、経常利益646百万円、四半期純利益516百万円を計上することができました。 

受注状況につきましては、橋梁部門では当第３四半期会計期間に一定量の受注を確保いたしましたが、前第３四

半期累計期間の実績には届きませんでした。一方、鉄構部門では当第３四半期会計期間の受注は伸び悩みました

が、前第３四半期累計期間の実績を上回ることができました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の総資産は、23,804百万円で前事業年度末比2,644百万円の減少となりました。その主な

要因は受取手形・完成工事未収入金の減少と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2,958

百万円減少し、7,296百万円となりました。主な要因は未成工事受入金の増加及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313百万円増加し、16,507百万円となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,247百万円となり、前事業年度末と比較し712百

万円の増加となりました。 

当第３四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1,805百万円となりました。これは主に、受取手形・完成工事未収入金の減少と支払手

形・工事未払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] 

投資活動の結果得た資金は0百万円となりました。これは投資有価証券の売却による収入と、投資有価証券及び有

形固定資産の取得による支出がほぼ等しかったためであります。 

[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1,093百万円となりました。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23年１月28日に修正いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

   

（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３四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 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



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,247,843 2,535,401

受取手形・完成工事未収入金 6,812,025 10,096,055

有価証券 479,692 －

未成工事支出金 201,354 203,996

材料貯蔵品 5,022 5,022

その他 317,475 109,023

貸倒引当金 △21,590 △31,190

流動資産合計 11,041,823 12,918,309

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,320,438 4,322,364

減価償却累計額 △2,974,675 △2,912,404

建物・構築物（純額） 1,345,763 1,409,960

機械・運搬具 3,550,416 3,506,451

減価償却累計額 △3,056,251 △2,997,679

機械・運搬具（純額） 494,164 508,772

土地 5,641,056 5,641,056

その他 863,113 907,296

減価償却累計額 △805,858 △842,727

その他（純額） 57,255 64,569

有形固定資産計 7,538,239 7,624,358

無形固定資産   

ソフトウエア 91,923 103,689

その他 9,102 9,134

無形固定資産計 101,025 112,823

投資その他の資産   

投資有価証券 4,244,355 4,962,461

従業員に対する長期貸付金 102,533 110,154

その他 888,544 832,955

貸倒引当金 △112,330 △112,347

投資その他の資産計 5,123,103 5,793,223

固定資産合計 12,762,368 13,530,404

資産合計 23,804,192 26,448,714



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 2,948,472 4,405,024

短期借入金 2,500,000 3,500,000

未払法人税等 22,865 36,065

未成工事受入金 594,497 269,560

賞与引当金 55,136 159,810

工事損失引当金 742,641 695,556

その他 229,359 882,186

流動負債合計 7,092,972 9,948,202

固定負債   

退職給付引当金 175,746 230,173

その他 27,498 76,134

固定負債合計 203,244 306,307

負債合計 7,296,217 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 6,844,734 6,427,570

自己株式 △139,227 △138,677

株主資本合計 16,492,925 16,076,311

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,049 117,893

評価・換算差額等合計 15,049 117,893

純資産合計 16,507,975 16,194,204

負債純資産合計 23,804,192 26,448,714



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

完成工事高 16,292,313 11,625,506

完成工事原価 15,059,144 10,204,104

完成工事総利益 1,233,169 1,421,401

販売費及び一般管理費   

役員報酬 129,915 94,289

従業員給料手当 331,835 362,214

賞与引当金繰入額 14,984 15,960

退職給付引当金繰入額 21,527 25,785

通信交通費 56,636 60,188

貸倒引当金繰入額 5,400 －

雑費 311,870 309,969

販売費及び一般管理費合計 872,168 868,407

営業利益 361,000 552,994

営業外収益   

受取利息 38,084 21,109

受取配当金 39,760 46,459

その他 35,244 54,998

営業外収益合計 113,090 122,567

営業外費用   

支払利息 36,111 17,215

支払保証料 － 6,435

その他 14,540 5,129

営業外費用合計 50,652 28,780

経常利益 423,438 646,782

特別損失   

投資有価証券評価損 110,702 116,240

損害賠償金 2,789 －

特別損失合計 113,492 116,240

税引前四半期純利益 309,945 530,541

法人税、住民税及び事業税 13,890 14,130

法人税等合計 13,890 14,130

四半期純利益 296,055 516,411



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 309,945 530,541

減価償却費 200,916 176,598

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,400 △9,617

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,692 △104,674

工事損失引当金の増減額（△は減少） △460,636 47,085

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,200 △54,426

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 △77,845 △67,569

支払利息 36,111 17,215

投資有価証券評価損益（△は益） 110,702 116,240

損害賠償損失 2,789 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,706,872 3,284,030

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,845,437 2,641

仕入債務の増減額（△は減少） △1,687,429 △1,468,742

未成工事受入金の増減額（△は減少） △642,544 324,937

その他の流動資産の増減額（△は増加） 406,684 △261,047

その他の流動負債の増減額（△は減少） 220,394 △633,554

その他 △93,339 △52,684

小計 △1,694,402 1,798,338

利息及び配当金の受取額 73,086 69,489

利息の支払額 △31,655 △16,520

損害賠償金の支払額 △127,733 △27,335

法人税等の支払額 △18,509 △18,572

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,799,213 1,805,399

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 △200,000 －

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 △166,593 △36,882

投資有価証券の売却による収入 217,759 115,116

有形固定資産の取得による支出 △25,930 △68,203

無形固定資産の取得による支出 △8,560 △9,196

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 108,855 835

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） 290,000 △1,000,000

配当金の支払額 △62,698 △93,243

自己株式の取得による支出 △633 △549

財務活動によるキャッシュ・フロー 226,668 △1,093,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,463,689 712,441

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 1,083,806 3,247,843



（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

 セグメント別 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 11,692 71.8 7,832 67.4 17,123 72.0

鉄 構 4,600 28.2 3,793 32.6 6,660 28.0

16,292 100.0 11,625 100.0 23,784 100.0

受 注 状 況

 セグメント別 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 7,042 66.9 4,566 53.2 9,873 61.4

鉄 構 3,478 33.1 4,018 46.8 6,216 38.6

10,520 100.0 8,585 100.0 16,090 100.0

受 注 残 高

 セグメント別 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 16,973 82.7 11,107 71.4 14,373 77.3

鉄 構 3,549 17.3 4,453 28.6 4,227 22.7

20,522 100.0 15,560 100.0 18,600 100.0

期  別 

(平成22年3月31日現在）

前事業年度末

(21.4.1～21.12.31） (22.4.1～22.12.31） (21.4.1～22.3.31）

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

(21.4.1～22.3.31）

４．補足情報

前事業年度

計

期  別 前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末

(平成21年12月31日現在） (平成22年12月31日現在）

計

計

期  別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

(21.4.1～21.12.31） (22.4.1～22.12.31）
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