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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） 

(注)「１株当たり四半期純利益」は、優先株式に係る優先配当額を控除して算出しております。 

(2) 財政状態 

(注)「１株当たり純資産」は、優先株式の発行額相当額等を控除して算出しております。  

(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 4,036 △41.4 △127 ― △136 ― △159 ―
22年3月期第3四半期 6,892 17.0 210 32.4 173 60.1 149 ―

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 △1.86 ―
22年3月期第3四半期 5.27 1.19

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 7,655 1,785 23.3 6.65
22年3月期 9,013 1,944 21.6 △210.44

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,785百万円 22年3月期  1,944百万円

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 5,500 △26.7 △220 ― △250 ― △270 ― △2.88



(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.3 「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 118,152,293株 22年3月期  17,389,850株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  17,112株 22年3月期  17,028株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  85,642,990株 22年3月期3Q 17,373,000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います。 

※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）2ページ「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」をご覧ください。 
なお、平成22年６月28日に取得請求権の行使を受け、第二回優先株式及び第三回優先株式を自己株式として取得し対価として普通株式を交付したことに
より、普通株式が100,762,443株増加しております。このことを勘案し、平成23年３月期の「１株当たり当期純利益」算出のための分母となる予想期中平均株
式数（除く自己株式）を93,632,881株として算出しております。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気の低迷が長引いており、失業率が高水準

にあるなど依然として厳しい状況にあります。 

 公共投資関連の市場におきましては、国や地方の予算状況などを踏まえると今後も公共事業の見直し

や公共事業費の削減がより一層進むと見られ、一段と厳しさを増しております。当社がその大半を依存

しております橋梁業界におきましても、総合評価方式により落札価格に一定の歯止めはかかっているも

のの、多数の企業で受注を競い合う非常に厳しい状況が続いております。  

 このような厳しい状況におきまして、当社は、発注に対応するため全社をあげて受注活動に取り組

み、国土交通省関東地方整備局「上武道路渕名高架橋上部その２工事」や国土交通省東北地方整備局

「国道45号千徳大橋上部工工事」などを受注いたしましたが、４～６月の発注量が低水準にあった影響

を受け、当第３四半期累計期間の受注高としましては33億１千４百万円（前年同四半期比28.5％減）と

なりました。売上高につきましては40億３千６百万円（前年同四半期比41.4％減）となり、受注残高に

つきましては63億９千５百万円（前年同四半期比14.5％減）となりました。  

 損益面では、既存工事のコスト削減活動の効果も見られましたが、売上高が大幅に落ち込んだ影響を

受けまして、売上総利益は２億４千３百万円（前年同四半期比58.9％減）となりました。また、様々な

経費圧縮策を実行し販売費及び一般管理費の縮減の継続に努めましたが、営業損失は１億２千７百万円

（前年同四半期は２億１千万円の営業利益）となりました。また、助成金収入などがありましたが、経

常損失は１億３千６百万円（前年同四半期は１億７千３百万円の経常利益）となり、四半期純損失は１

億５千９百万円（前年同四半期は１億４千９百万円の四半期純利益）となりました。 

  

当第３四半期末における総資産は76億５千５百万円となり、前事業年度末に比べ13億５千８百万円減

少いたしました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ28.4％減少し、33億２千６百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金が10億８千３百万円、現金及び預金が２億３千６百万円それぞれ減少したことなどによるも

のであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ0.9％減少し、43億２千８百万円となりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ18.4％減少し、53億７千９百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が９億４千７百万円、短期借入金が２億円、未払金が１億５千８百万円それぞれ減少したこ

となどによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ2.9％増加し、４億８千９百万円となりました。これは、退職給付

引当金が２千６百万円増加したことなどによるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ8.2％減少し、17億８千５百万円となり、自己資本比率は23.3％とな

りました。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年11月８日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

  

  

  

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

(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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 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定する方法によっております。 

会計処理基準に関する事項の変更 

「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

(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
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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

現金及び預金 1,087,556 1,323,710

受取手形及び売掛金 2,150,386 3,233,553

仕掛品 138 －

原材料及び貯蔵品 19,090 16,134

その他 68,999 70,486

流動資産合計 3,326,171 4,643,884

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 889,433 915,269

構築物（純額） 131,347 137,534

機械及び装置（純額） 667,512 653,601

土地 2,114,532 2,114,532

建設仮勘定 601 －

その他（純額） 28,268 29,939

有形固定資産合計 3,831,697 3,850,877

無形固定資産

無形固定資産合計 13,246 14,336

投資その他の資産

投資有価証券 116,321 116,341

投資不動産（純額） 291,589 301,473

前払年金費用 44,087 48,088

その他 32,053 38,800

投資その他の資産合計 484,051 504,703

固定資産合計 4,328,995 4,369,917

資産合計 7,655,166 9,013,802
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(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

支払手形及び買掛金 812,804 1,760,178

短期借入金 3,507,619 3,707,619

1年内返済予定の長期借入金 26,349 26,349

未払金 401,205 560,143

未払法人税等 14,265 20,846

前受金 202,788 140,809

賞与引当金 41,252 56,100

工事損失引当金 63,243 5,172

損害賠償損失引当金 271,150 263,300

その他 39,160 52,596

流動負債合計 5,379,837 6,593,115

固定負債

長期借入金 86,389 98,389

退職給付引当金 403,576 377,382

その他 － 224

固定負債合計 489,965 475,995

負債合計 5,869,803 7,069,111

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 453,957 453,957

利益剰余金 338,290 497,581

自己株式 △6,464 △6,448

株主資本合計 1,785,783 1,945,090

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △420 △400

評価・換算差額等合計 △420 △400

純資産合計 1,785,363 1,944,690

負債純資産合計 7,655,166 9,013,802
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(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)

売上高 6,892,803 4,036,867

売上原価 6,301,548 3,793,837

売上総利益 591,255 243,030

販売費及び一般管理費

役員報酬 21,666 21,096

従業員給料及び賞与 147,696 134,919

法定福利及び厚生費 32,084 32,781

不動産賃借料 26,406 24,994

旅費交通費及び通信費 30,711 28,166

その他 122,429 128,937

販売費及び一般管理費合計 380,993 370,896

営業利益又は営業損失（△） 210,261 △127,865

営業外収益

投資不動産賃貸料 36,314 17,487

助成金収入 － 36,824

その他 3,934 10,704

営業外収益合計 40,248 65,016

営業外費用

支払利息 62,018 60,811

その他 14,511 12,776

営業外費用合計 76,530 73,588

経常利益又は経常損失（△） 173,978 △136,436

特別損失

固定資産処分損 7,775 2,837

会員権評価損 5,000 －

損害賠償損失 － 7,850

特別損失合計 12,775 10,687

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 161,203 △147,124

法人税、住民税及び事業税 12,106 12,166

四半期純利益又は四半期純損失（△） 149,097 △159,290
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該当事項はありません。 

  

当社は、事業を鋼構造物事業（橋梁）に集中させており、単一セグメントとなっておりますので、記

載を省略いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(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

(1) 売上高、受注高及び受注残高の状況

① 売上高

セグメント

前年同四半期 当四半期

増  減

前期

（平成22年３月期   

第３四半期）

（平成23年３月期  

第３四半期）
（平成22年３月期）

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

(百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円)

鋼構造物事業（橋梁） 6,892 4,036 △2,855 △41.4 9,328

合 計 6,892 4,036 △2,855 △41.4 9,328 

 

② 受注高

セグメント

前年同四半期 当四半期

増  減

前期

（平成22年３月期   

第３四半期）

（平成23年３月期  

第３四半期）
（平成22年３月期）

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

(百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円)

鋼構造物事業（橋梁） 4,637 3,314 △1,322 △28.5 6,714 

合 計 4,637 3,314 △1,322 △28.5 6,714 

 

③ 受注残高

セグメント

前年同四半期末 当四半期末

増  減

前期末

（平成22年３月期   

第３四半期）

（平成23年３月期  

第３四半期）
（平成22年３月期）

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

(百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円)

鋼構造物事業（橋梁） 7,475 6,395 △1,080 △14.5 7,117 

合 計 7,475 6,395 △1,080 △14.5 7,117 

  (注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
   また、上記金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

日本橋梁㈱(5912)　平成23年３月期　第３四半期決算短信(非連結)

－ 7 －
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