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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 1,676 14.7 △8 ― △5 ― △5 ―
21年3月期第2四半期 1,461 ― △112 ― △108 ― △104 ―

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

22年3月期第2四半期 △1.65 ―
21年3月期第2四半期 △30.54 ―

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

22年3月期第2四半期 2,987 1,379 46.2 403.46
21年3月期 3,058 1,398 45.7 409.11

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,379百万円 21年3月期  1,398百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想） ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,765 5.9 50 △40.2 48 △52.9 25 8.3 7.31
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4.  その他 
(1) 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  有  

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。］ 

(2) 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（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もの） 

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第2四半期 3,420,000株 21年3月期  3,420,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,752株 21年3月期  1,752株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 3,418,248株 21年3月期第2四半期 3,418,257株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策の効果や新興国の需要回復などにより、
一部に明るい兆しが見え出しているものの、業種や企業規模で好不調のバラツキがあり、また依然として
雇用情勢も厳しい状況が続くなど、景気の先行きは不透明なままで推移いたしました。 
 建設業界におきましては、政府の景気対策により公共工事が増加しましたが、９月には新政権が新たな
政策の財源確保のため補正予算の執行を一部中止し、また厳しい収益環境から企業の設備投資が抑制され
民間工事が低迷したため、建設市場は引続き縮小し受注競争も一層激しくなるなど、厳しい経営環境が続
きました。 
このような状況の下、当社は営業展開を強化するとともにコスト低減に努め、引続き受注量の獲得と利

益の確保に取組んでまいりました。 
この結果、当第２四半期累計期間の業績は、気泡コンクリート工事の受注は概ね順調でしたが、地盤改

良工事において、民間設備投資の抑制から発注物件が減少し競合が激しくなり、見込んでいた大型物件が
受注出来なかったことや、発注規模が小型化しているため新規物件の受注では不足分をカバー出来なかっ
たことから受注高が大幅に減少し、全体の受注高は1,336百万円（前年同期比26.7％減）となりました。
売上高につきましては、気泡コンクリート工事において工事完成を見込んでいた前期からの大型繰越工事
の一部が、工期のずれ込みから売上計上出来なかったことや、地盤改良工事の受注高の減少などから計画
は下回りましたが、前期からの繰越工事が多かったことや、請負工事に係る収益の計上の変更に伴い工事
進行基準を適用した工事があることから、売上高は1,676百万円（前年同期比14.7％増）となりました。
各段階の損益につきましては、営業損失８百万円（前年同期は営業損失112百万円）、経常損失５百万円
（前年同期は経常損失108百万円）、四半期純損失５百万円（前年同期は四半期純損失104百万円）となり
ました。 
なお、当社の主たる事業である建設業の特徴として、完成する工事の割合が第４四半期会計期間に偏る

という傾向があります。 
  

  

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ70百万円減少し2,987百万円となり
ました。その主な要因としましては、リース資産が37百万円増加し、また現金預金が71百万、未成工事支
出金が11百万円増加しましたが、受取手形が86百万円、完成工事未収入金が73百万円減少したことなど流
動資産の減少によるものです。 
負債合計は、前事業年度末に比べ51百万円減少し1,608百万円となりました。その主な要因としまして

は、短期借入金が23百万円、未成工事受入金が124百万円、退職給付引当金が10百万円、リース債務が39
百万円増加しましたが、支払手形が28百万円、工事未払金が102百万円、１年内返済予定の長期借入金が
14百万円、未払金が14百万円、未払法人税等が35百万円、未払消費税等が16百万円、役員退職慰労引当金
が11百万円減少したことなどによるものです。 
純資産合計は、前事業年度末に比べ19百万円減少し1,379百万円となりました。その主な要因としまし

ては、株式市場の上昇によりその他有価証券評価差額金が３百万円増加しましたが、配当金の支払や当第
２四半期累計期間に四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が22百万円減少したことによるもので
す。 

当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動により得られた資金は113百万円（前年同期比31.3％増）となりました。これは主に税引前四
半期純損失４百万円、未成工事支出金の増加11百万円、仕入債務の減少136百万円となったものの、売上
債権の減少172百万円、未成工事受入金の増加124百万円などによるものであります。 

投資活動に使用した資金は35百万円（前年同期は23百万円の収入）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。 

財務活動に使用した資金は36百万円（前年同期比47.8％増）となりました、これは主に長期借入金の返
済、社債の償還による支出及び配当金の支払によるものであります。 
これにより当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ40百

万円増加し、369百万円となりました。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

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

（１）資産、負債及び純資産の状況

（２）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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今後の見通しとしましては、新政権による補正予算の一部執行中止により、景気対策としての政府建設
投資の増加が抑制されることや、景気の先行き不透明感から民間設備投資も低迷が続くと思われることか
ら、建設業界にとっては厳しい環境が予想されますが、当社主力の気泡コンクリート工事において、水道
関係、ガスパイプライン関係などの管路中詰工事や、トンネル補修、水路トンネル補修などの空洞充填工
事を中心に需要が見込まれることから、平成21年５月19日に公表しました平成22年３月期通期の業績予想
については、現時点で変更はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
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固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、事業年度に係る減価償却費を

期間按分して算定する方法によっております。 
  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契
約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期会計期間より適用し、第１四
半期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工
事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し
ております。 
 これにより、当第２四半期累計期間の売上高は143百万円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四
半期純損失は９百万円それぞれ減少しております。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 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

(2) 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

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更                       
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 451,015 379,555

受取手形 323,464 410,377

完成工事未収入金 378,563 452,245

売掛金 1,742 10,404

未成工事支出金 272,261 260,943

原材料及び貯蔵品 17,133 25,677

前払費用 8,544 11,930

繰延税金資産 17,219 20,028

その他 9,950 18,660

貸倒引当金 △10,321 △10,933

流動資産合計 1,469,573 1,578,890

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 66,514 69,280

構築物（純額） 908 1,067

機械及び装置（純額） 60,762 60,139

車両運搬具（純額） 1,405 1,679

工具器具・備品（純額） 13,089 16,513

土地 1,122,839 1,122,839

リース資産 5,012 －

有形固定資産計 1,270,532 1,271,519

無形固定資産   

リース資産 32,394 －

電話加入権 2,350 2,350

無形固定資産計 34,744 2,350

投資その他の資産   

投資有価証券 19,415 15,989

関係会社出資金 36,668 36,668

破産更生債権等 63,161 66,532

長期前払費用 1,492 1,146

繰延税金資産 64,039 60,975

敷金 17,872 17,610

ゴルフ会員権 92,055 92,055

その他 8,501 8,501

貸倒引当金 △91,628 △94,998

投資その他の資産計 211,579 204,478

固定資産合計 1,516,857 1,478,348

繰延資産   

社債発行費 1,197 1,338

繰延資産合計 1,197 1,338

資産合計 2,987,628 3,058,577
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 685,104 713,741

工事未払金 181,702 284,548

買掛金 527 1,104

短期借入金 89,000 66,000

1年内償還予定の社債 34,500 49,000

1年内返済予定の長期借入金 12,800 27,200

リース債務 8,686 －

未払金 51,348 66,048

未払費用 4,757 4,364

未払法人税等 2,343 37,798

未払消費税等 7,856 24,839

未成工事受入金 215,962 91,315

賞与引当金 30,888 31,223

完成工事補償引当金 3,723 3,507

その他 1,909 1,299

流動負債合計 1,331,111 1,401,990

固定負債   

社債 70,000 80,000

リース債務 30,590 －

退職給付引当金 159,410 148,700

役員退職慰労引当金 14,696 26,514

受入保証金 2,706 2,946

固定負債合計 277,402 258,161

負債合計 1,608,514 1,660,152

純資産の部   

株主資本   

資本金 209,200 209,200

資本剰余金   

資本準備金 180,400 180,400

資本剰余金合計 180,400 180,400

利益剰余金   

利益準備金 24,050 24,050

その他利益剰余金   

別途積立金 985,000 1,035,000

繰越利益剰余金 △12,455 △39,716

利益剰余金合計 996,594 1,019,333

自己株式 △613 △613

株主資本合計 1,385,581 1,408,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,466 △9,893

評価・換算差額等合計 △6,466 △9,893

純資産合計 1,379,114 1,398,425

負債純資産合計 2,987,628 3,058,577
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 1,461,948 1,676,214

完成工事高 1,451,014 1,666,828

商品売上高 10,933 9,386

売上原価 1,295,129 1,387,985

完成工事原価 1,291,182 1,384,308

商品売上原価 3,946 3,676

売上総利益 166,818 288,229

完成工事総利益 159,831 282,520

商品売上総利益 6,986 5,709

販売費及び一般管理費 278,939 297,093

営業損失（△） △112,120 △8,863

営業外収益   

受取利息 337 161

受取手数料 954 938

受取配当金 170 220

受取技術料 － 2,595

雑収入 4,715 2,494

営業外収益合計 6,177 6,409

営業外費用   

支払利息 1,301 1,752

手形売却損 705 810

雑支出 562 876

営業外費用合計 2,568 3,439

経常損失（△） △108,511 △5,893

特別利益   

貸倒引当金戻入額 946 3,748

受取保険金 2,200 －

特別利益合計 3,146 3,748

特別損失   

災害による損失 900 －

前期損益修正損 － 2,800

特別損失合計 900 2,800

税引前四半期純損失（△） △106,265 △4,945

法人税、住民税及び事業税 954 957

法人税等調整額 △2,816 △255

法人税等合計 △1,862 701

四半期純損失（△） △104,402 △5,646
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △106,265 △4,945

減価償却費 17,327 19,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） △946 △3,982

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,400 10,710

賞与引当金の増減額（△は減少） △472 △334

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,739 △11,818

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 300 216

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,847 －

受取利息及び受取配当金 △507 △381

支払利息 1,301 1,752

売上債権の増減額（△は増加） 358,640 172,627

未成工事支出金の増減額（△は増加） △213,634 △11,318

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,123 8,544

仕入債務の増減額（△は減少） △114,522 △136,364

未払金の増減額（△は減少） △2,362 △14,912

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,067 △16,982

未成工事受入金の増減額（△は減少） 152,216 124,647

その他 9,059 8,308

小計 89,233 145,467

利息及び配当金の受取額 507 381

利息の支払額 △1,267 △1,621

法人税等の支払額 △1,934 △30,590

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,539 113,636

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 △58,600 △85,600

定期預金の払戻による収入 88,000 55,000

有形固定資産の取得による支出 △5,980 △5,251

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,420 △35,851

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） 4,000 23,000

長期借入金の返済による支出 △14,400 △14,400

社債の償還による支出 △14,500 △24,500

リース債務の返済による支出 － △3,957

自己株式の取得による支出 △4 －

配当金の支払額 △81 △17,068

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,985 △36,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84,974 40,859

現金及び現金同等物の期首残高 188,366 328,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 273,341 369,815
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 当第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) 

 該当事項はありません。 

  

 当第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) 

  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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（単位：千円、％） 

 
  

（2）完成工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

（3）繰越工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

6. その他の情報

  受注高、完成工事高及び繰越工事高

（1）受注高

期 別 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20年４月１日  （自 平成21年４月１日  （自 平成20年４月１日

  至 平成20年９月30日）   至 平成21年９月30日）   至 平成21年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 980,783 53.8 1,020,306 76.4 2,522,909 66.9

地盤改良工事 686,927 37.7 288,265 21.6 1,059,307 28.1

補修工事 145,568 8.0 26,729 2.0 174,708 4.6

その他工事 9,934 0.5 889 0.0 15,667 0.4

合計 1,823,213 100.0 1,336,191 100.0 3,772,591 100.0

期 別 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20年４月１日  （自 平成21年４月１日  （自 平成20年４月１日

  至 平成20年９月30日）   至 平成21年９月30日）   至 平成21年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 539,108 37.2 1,312,505 78.7 1,991,209 56.8

地盤改良工事 759,227 52.3 326,703 19.6 1,320,707 37.6

補修工事 145,568 10.0 26,729 1.6 174,708 5.0

その他工事 7,110 0.5 889 0.1 20,667 0.6

合計 1,451,014 100.0 1,666,828 100.0 3,507,291 100.0

期 別 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20年４月１日  （自 平成21年４月１日  （自 平成20年４月１日

  至 平成20年９月30日）   至 平成21年９月30日）   至 平成21年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 666,425 72.0 464,251 95.0 756,450 92.3

地盤改良工事 252,100 27.2 24,561 5.0 63,000 7.7

補修工事 － － － － － －

その他工事 7,824 0.8 － － － －

合計 926,349 100.0 488,812 100.0 819,450 100.0
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