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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (1) 連結経営成績(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 11,240 11.0 △1,209 － △1,488 － △1,141 －

22年３月期第１四半期 10,126 35.1 △2,158 － △2,687 － △1,759 －

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 △6.94 －

22年３月期第１四半期 △10.70 －

 (2) 連結財政状態

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 37,130 11,602 30.9 69.85

22年３月期 45,650 12,794 27.8 77.12

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 11,489百万円 22年３月期 12,685百万円

2. 配当の状況

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 －

23年３月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％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) 26,000 △7.4 △1,400 － △2,000 － △1,700 － △10.34

通期 63,600 △5.6 1,100 97.9 1,100 62.7 600 109.8 3.65



 

 
   (注)「四半期連結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連結財務諸表作 
    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。 

(4) 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ます。 

 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「業績予想に関する定性的情報」  

 をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  －社 (           －)、除外  －社 (          －)

      (注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 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連結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。

(3) 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 182,025,228株 22年３月期 182,025,228株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 17,538,511株 22年３月期 17,538,415株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 164,486,763株 22年３月期１Ｑ 164,487,453株
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当第１四半期におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加により、企業収益の改善が

見られるなど緩やかな回復を続けてきたものの、ユーロ圏での経済の混乱により金融市場が不安定とな

り、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 建設業界におきましては、公共事業予算の大幅な削減や民間設備投資の低迷から厳しい受注環境が続

いてまいりました。 

 このような環境のもと、当社グループは本年３月に発表した新中期経営計画の基本方針「急激に縮小

する市場環境に適応するため、利益率重視の経営へ転換する」に従い、競争力の高い地盤改良事業とブ

ロック事業に経営資源を集中するとともに、土木事業においては選別受注を徹底することにより採算改

善を図るなど、収益力の強化に取り組んでまいりました。 

この結果、受注高は8,679百万円（前年同四半期比17.4％減）となったものの、売上高は11,240百万

円（前年同四半期比11.0％増）と増収となりました。 

 なお、部門別の受注・売上・繰越高につきましては10ページに記載しております。 

 損益につきましては、工事採算性の向上と固定費の一層の削減に取り組み、営業損失は1,209百万円

（前年同四半期は2,158百万円の損失）、経常損失は1,488百万円（前年同四半期は2,687百万円の損

失）となり、さらに四半期純損失は1,141百万円（前年同四半期は1,759百万円の損失）となりました。

  

①資産、負債及び純資産の状況 

   当第１四半期連結会計期間末の総資産は、完成工事未収入金等が減少したこと等により前連 

 結会計年度末に比べて8,520百万円減少し、37,130百万円となりました。 

  負債は、借入金の減少等により前連結会計年度末に比べて7,329百万円減少し、25,528百万円 

 となりました。 

   純資産は、当第１四半期連結累計期間での四半期純損失の計上もあり、前連結会計年度末に 

 比べて1,191百万円減少し、11,602百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高 

 に比べ910百万円減少し、4,281百万円（前年同四半期は5,158百万円）となりました。 

   当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増 

 加、仕入債務の減少等もありましたが、売上債権が大きく減少したこと等により2,427百万円の 

 収入超過（前年同四半期は4,258百万円の収入超過）となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、会員権の償還等により50百万円の収入超過（前年同 

 四半期は128百万円の収入超過）となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により3,387百万円の支出超過（前年 

 同四半期は4,356百万円の支出超過）となりました。 

  

連結業績見通しについては、平成22年5月14日に公表いたしました、第２四半期連結累計期間及び通

期の業績予想に変更はありません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結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。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

ものと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

  

当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これによる影響は軽微である。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

 ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 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. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,287 5,197

受取手形・完成工事未収入金等 13,489 21,949

有価証券 20 20

未成工事支出金等 925 371

販売用不動産 707 708

材料貯蔵品 587 629

その他 2,947 1,990

貸倒引当金 △156 △238

流動資産合計 22,806 30,627

固定資産

有形固定資産 5,648 5,766

無形固定資産 424 450

投資その他の資産

その他 10,603 11,170

貸倒引当金 △2,351 △2,362

投資その他の資産合計 8,251 8,808

固定資産合計 14,324 15,024

資産合計 37,130 45,650

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 13,164 16,350

短期借入金 6,238 9,563

未払法人税等 12 79

未成工事受入金等 1,821 2,189

引当金 241 376

その他 1,840 1,950

流動負債合計 23,316 30,507

固定負債

退職給付引当金 956 1,061

その他の引当金 13 13

その他 1,243 1,276

固定負債合計 2,212 2,350

負債合計 25,528 32,857
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 14,756 14,756

利益剰余金 △8,027 △6,886

自己株式 △251 △251

株主資本合計 11,478 12,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △46 29

為替換算調整勘定 57 37

評価・換算差額等合計 11 66

少数株主持分 114 109

純資産合計 11,602 12,794

負債純資産合計 37,130 45,650
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(2) 四半期連結損益計算書

  【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

完成工事高 9,526 10,546

兼業事業売上高 600 693

売上高合計 10,126 11,240

売上原価

完成工事原価 9,817 10,210

兼業事業売上原価 402 371

売上原価合計 10,219 10,581

売上総利益

完成工事総利益 △291 336

兼業事業総利益 198 323

売上総利益合計 △93 659

販売費及び一般管理費 2,065 1,868

営業損失（△） △2,158 △1,209

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 4 5

特許実施収入 15 －

受取賃貸料 10 －

受取保険配当金 － 28

その他 3 21

営業外収益合計 34 55

営業外費用

支払利息 41 54

支払手数料 3 －

持分法による投資損失 490 256

その他 28 24

営業外費用合計 562 334

経常損失（△） △2,687 △1,488

特別利益

貸倒引当金戻入額 61 92

その他 1 10

特別利益合計 62 102

特別損失

特別退職金等 － 234

その他 0 39

特別損失合計 0 272

税金等調整前四半期純損失（△） △2,625 △1,658

法人税、住民税及び事業税 15 30

法人税等調整額 △883 △552

法人税等合計 △868 △522

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,136

少数株主利益 2 5

四半期純損失（△） △1,759 △1,141
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純損失（△） △2,625 △1,658

減価償却費 203 187

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △92

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 24

その他の引当金の増減額（△は減少） △96 △135

受取利息及び受取配当金 △6 △6

支払利息 41 54

支払手数料 3 －

持分法による投資損益（△は益） 490 256

特別退職金等 － 234

売上債権の増減額（△は増加） 10,035 8,463

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,690 △554

仕入債務の増減額（△は減少） △2,402 △3,186

未成工事受入金等の増減額（△は減少） 519 △368

未払消費税等の増減額（△は減少） △394 △363

その他の流動資産の増減額（△は増加） 373 △407

その他の流動負債の増減額（△は減少） △183 △110

その他 173 213

小計 4,402 2,550

利息及び配当金の受取額 6 18

利息の支払額 △57 △45

法人税等の支払額 △92 △84

特別退職金等の支払額 － △12

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,258 2,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △50 △33

有形及び無形固定資産の売却による収入 158 33

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 16 －

会員権の償還による収入 － 47

貸付けによる支出 △7 △5

貸付金の回収による収入 9 9

その他 3 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 128 50

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） △3,703 △3,324

リース債務の返済による支出 △49 △63

長期借入金の返済による支出 △600 －

その他 △4 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,356 △3,387

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30 △910

現金及び現金同等物の期首残高 5,128 5,191

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,158 4,281
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該当事項はありません。 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) 1 事業区分の方法    

    日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分等を勘案して区分しています。 

    2 各事業区分に属する主要な内容    

    建設事業:土木、その他建設工事全般に関する事業 

    型枠賃貸事業：消波・根固ブロックの型枠賃貸に関する事業 

  機械賃貸事業:施工機械の賃貸 

    その他の事業：環境景観商品・建設資機材販売、他 

    3 会計処理基準等の変更   

    「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間から「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用していま

す。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結累計期間の建設事業の売上高が1,706百万

円増加し、営業損失が140百万円減少しています。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しています。 

    

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

建設事業 
(百万円)

型枠賃貸
事業 

(百万円)

機械賃貸
事業  

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 9,526 327 － 273 10,126 － 10,126

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ 0 520 40 560 (560) －

計 9,526 328 520 313 10,686 (560) 10,126

営業費用 10,778 743 1,117 355 12,993 (709) 12,284

営業利益又は営業損失（△） △ 1,252 △ 415 △ 597 △ 42 △ 2,307 149 △ 2,158

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

（１）報告セグメントの概要 

   当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が 

  入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討 

  を行う対象となっています。 

   当社グループは、建設事業を建設本部がブロック事業をブロック環境事業本部が担当してお 

  り、また、建設本部は総合的な土木工事の施工を行う土木事業部と地盤改良工事の施工を行う  

  地盤事業部に区分されることから、「土木事業」、「地盤改良事業」、「ブロック事業」を報 

  告セグメントとしています。    

   「土木事業」は、道路、トンネル、橋梁、下水道等の陸上土木工事と港湾、埋立護岸、海岸 

  等の海上土木工事の施工を行っています。 

   「地盤改良事業」は、陸上・海上の地盤改良工事の施工、施工機械の賃貸及び関連する商品 

  の販売を行っています。 

   「ブロック事業」は、港湾・漁港・空港・河川・海岸等の護岸に使用される消波、根固ブロ 

  ック製造用の鋼製型枠の賃貸及び関連する商品・実験設備・ソフトウェア等の販売を行ってい 

  ます。  

  

（２）報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の保険、サービス事

業等からなります。    

    2 セグメント利益の調整額△445百万円には、セグメント間取引消去8百万円、退職給付費用調整額△102百万

円、その他の調整額94百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△446百万円が含まれていま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない売上原価及び一般管理費です。   

    3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。    

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基 

準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」 

（企業会計基準適用指針第20号 平成21年３月21日）を適用しています。 

  

  

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

報告セグメント
その他
(百万円)
(注)1

合計 
(百万円)

調整額 
(百万円) 
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)3 

(百万円)

土木事業 
(百万円)

地盤改良
事業 

(百万円)

ブロック
事業 

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

 外部顧客に対する売上高 6,590 4,064 499 11,153 87 11,240 － 11,240

 セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

△ 370 500 6 136 69 205 △ 205 －

計 6,220 4,563 506 11,289 156 11,445 △ 205 11,240

セグメント利益 △ 173 △ 433 △ 157 △ 764 0 △ 764 △ 445 △ 1,209

(追加情報)

(6) 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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   当社グループにおける事業の状況は、以下のとおりであります。 

 
  

  

  

４. 補足情報

部門別受注高・売上高・繰越高（連結ベース）

  （単位:百万円）

区 
分

前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

比   較期  別
（自 平成21年 4月 1日  

  
（自 平成22年 4月 1日  

  

  至 平成21年 6月30日）  至 平成22年 6月30日）

部 門 金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 増減率（％）

受 
注 
高

工   事 9,320 88.8 7,291 84.0 △ 2,030 △ 21.8

型枠賃貸他 1,181 11.2 1,389 16.0 207 17.6

計 10,502 100.0 8,679 100.0 △ 1,822 △ 17.4

売 
上 
高

工   事 9,526 94.1 10,546 93.8 1,021 10.7

型枠賃貸他 600 5.9 693 6.2 93 15.6

計 10,126 100.0 11,240 100.0 1,114 11.0

繰 
越 
高

工   事 48,790 97.6 37,971 96.9 △ 10,819 △ 22.2

型枠賃貸他 1,224 2.4 1,220 3.1 △ 4 △ 0.3

計 50,014 100.0 39,191 100.0 △ 10,823 △ 21.6
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