
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） 

  

  
（２）連結財政状態 

  
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 
  
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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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  18,976  △10.9  719  436.2  721  174.5  646  184.1
22年３月期第１四半期  21,296  6.9  134  －  262  －  227  －

  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  19  96  －      

22年３月期第１四半期  7  02  －      

  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  63,028  17,588  27.8  439  88
22年３月期  75,323  17,005  22.5  425  16

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 17,551百万円 22年３月期 16,964百万円 

  
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

  （％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）  40,000  △24.0  △100  －  △350  －  △580  －  △17  90

通期  96,000  △19.1  1,300  △60.4  800  △74.5  1,350  △9.2  41  66



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」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 

（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 
（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。  
  
※  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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実
際の業績等は、今後様々な要因等によって予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきま
しては、四半期決算短信［添付資料］Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」を参照して下さい。   
  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 32,537,429株 22年３月期 32,537,429株 

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 135,982株 22年３月期 135,837株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 32,401,493株 22年３月期１Ｑ 32,402,090株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした新興国の内需拡大に伴う輸出の増加によ
り回復の兆しが見られましたが、ユーロ圏での金融不安の懸念、為替の円高基調、デフレ、厳しい雇用情勢等、依
然として景気低迷から脱出出来ていない状況にあります。 
 このような不透明な経済状況のもとＰＣ技術を基軸とした総合建設業としての当社グループは、外的環境の激し
い変化により事業規模が縮小しても利益の出せる体制、体質を作り上げることを目標に「リカバリー ピーエス三
菱」のスローガンを掲げ、恒常的な黒字化を目指して取り組んでまいりました。  
 当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高189億76百万円（前年同四半期比10.9%減）となりました。 
利益につきましては、グループ各社とともに省力化、合理化による原価低減、販管費の削減等により、営業利益
７億19百万円（前年同四半期比436.2%増）、経常利益７億21百万円（前年同四半期比174.5%増）、四半期純利益６
億46百万円（前年同四半期比184.1%増）となりました。 
なお、当社グループの主たる事業であります土木建設事業並びに建築建設事業の売上高は、工事の発注が下半
期、特に第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間にお
ける完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
  
セグメントの業績は、以下のとおりであります。 
土木建設事業は、公共投資が昨年と同様に低調に推移しております。受注高は増加しておりますが、前期繰越工
事が減少しており、売上高は115億２百万円、セグメント利益は13億24百万円となりました。 
建築建設事業は、民間設備投資の先行きは不透明であり、不動産市況の低迷等、厳しい市場環境が続いておりま
す。前期繰越工事も減少しておりますが、工事の進捗が順調に推移し、売上高は72億87百万円、セグメント利益は
５億43百万円となりました。 
製造事業は、売上高は９億８百万円、セグメント利益は１億25百万円、その他兼業事業は、売上高は６億44百万
円、セグメント利益は78百万円となりました。  
なお、セグメントの業績は、報告セグメントの売上高、セグメント利益を記載しております。 
  

（２）連結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 
当第１四半期連結会計期間末の資産合計は630億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ122億95百万円減少
しております。これは主に、未成工事支出金及びその他のたな卸資産が増加したものの、現金預金、受取手形・
完成工事未収入金等、未収入金がそれぞれ減少したことによるものであります。 
 負債合計は454億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ128億77百万円減少しております。これは主に、未
成工事受入金が増加しましたが、支払手形・工事未払金等、短期借入金及び未払法人税等が減少したことによる
ものであります。 
 純資産合計は、四半期純利益６億46百万円を計上した結果、前連結会計年度末に比べ５億82百万円増加の175億
88百万円となりました。 

(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） 
営業活動の結果、獲得した資金は55億６百万円（前年同四半期比74.3%増）となりました。これは主に売上債権
の減少額及び未成工事受入金の増加額の合計が、たな卸資産の増加額及び仕入債務の減少額の合計を上回ったこと
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、獲得した資金は１億64百万円（前年同四半期は１億29百万円の使用）となりました。これは主
に土地の売却による収入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、使用した資金は77億51百万円（前年同四半期比98.6%増）となりました。これは主に短期借入
金の純減少によるものであります。 
この結果、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は、前連結会計年度と比べ20億77百万円減
少し、64億97百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
平成22年５月13日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 
該当事項はありません。  

  
  
（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 
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。 
②たな卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た
な卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 
③完成工事補償引当金の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の瑕疵担保等の費用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
ないと認められるため、前連結会計年度末の瑕疵担保等の費用実績率等を使用して補償見積高を算定しておりま
す。 
④法人税等並びに繰延税金資産及び負債の算定方法 
法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定しております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前連結会計年度末から著しい変
化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニングを
利用しております。  

  
  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・資産除去債務に関する会計基準の適用  
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。 
これにより、営業利益、経常利益は、それぞれ０百万円、税金等調整前当期純利益は91百万円減少しており
ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は95百万円であります。  

  
  

２．その他の情報
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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   
現金預金 6,497 8,574 
受取手形・完成工事未収入金等 24,617 34,708 
未成工事支出金 9,613 8,784 
その他のたな卸資産 2,084 1,842 
繰延税金資産 14 30 
未収入金 2,644 3,840 
その他 707 337 
貸倒引当金 △121 △156 

流動資産合計 46,058 57,963 
固定資産   
有形固定資産   
建物・構築物 7,556 7,556 
機械、運搬具及び工具器具備品 10,363 10,437 
土地 8,746 9,093 
リース資産 58 58 
建設仮勘定 93 10 
減価償却累計額 △14,683 △14,645 

有形固定資産計 12,134 12,510 
無形固定資産 36 36 
投資その他の資産   
投資有価証券 1,072 1,138 
破産更生債権等 2,794 2,804 
繰延税金資産 274 260 
その他 3,491 3,452 
貸倒引当金 △2,832 △2,842 

投資その他の資産計 4,799 4,813 

固定資産合計 16,969 17,360 

資産合計 63,028 75,323 

㈱ピーエス三菱（1871）平成23年３月期　第１四半期決算短信

-4-



（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) 

負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金等 22,748 27,996 
短期借入金 2,680 10,434 
1年内返済予定の長期借入金 1,500 1,500 
未払法人税等 210 402 
未成工事受入金 8,644 7,515 
賞与引当金 52 117 
完成工事補償引当金 212 220 
工事損失引当金 474 572 
その他 3,349 4,003 
流動負債合計 39,873 52,763 

固定負債   
退職給付引当金 3,299 3,245 
役員退職慰労引当金 172 178 
再評価に係る繰延税金負債 1,944 2,070 
資産除去債務 95 － 
その他 56 59 
固定負債合計 5,567 5,554 

負債合計 45,440 58,317 
純資産の部   
株主資本   
資本金 4,218 4,218 
資本剰余金 8,110 8,110 
利益剰余金 3,599 2,769 
自己株式 △60 △60 

株主資本合計 15,868 15,038 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 43 88 
土地再評価差額金 1,643 1,827 
為替換算調整勘定 △3 10 

評価・換算差額等合計 1,683 1,925 
少数株主持分 36 41 
純資産合計 17,588 17,005 

負債純資産合計 63,028 75,323 
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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 21,296 18,976 
売上原価 19,525 16,639 
売上総利益 1,771 2,337 

販売費及び一般管理費 1,637 1,617 
営業利益 134 719 
営業外収益   
受取利息 6 5 
受取配当金 5 5 
為替差益 180 38 
スクラップ売却益 2 8 
その他 12 14 
営業外収益合計 206 72 

営業外費用   
支払利息 57 40 
持分法による投資損失 － 11 
支払保証料 16 18 
その他 3 0 
営業外費用合計 77 70 

経常利益 262 721 

特別利益   
固定資産売却益 35 8 
貸倒引当金戻入額 114 40 
その他 － 0 
特別利益合計 149 49 

特別損失   
固定資産除売却損 3 51 
退職特別加算金 6 － 
転進支援費用 43 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91 
その他 3 1 
特別損失合計 56 144 

税金等調整前四半期純利益 355 626 

法人税、住民税及び事業税 120 76 
法人税等調整額 3 △91 

法人税等合計 123 △15 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 641 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △5 

四半期純利益 227 646 
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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利益 355 626 
減価償却費 156 153 
持分法による投資損益（△は益） △5 11 
投資有価証券評価損益（△は益） 1 － 
退職特別加算金 6 － 
転進支援費用 43 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △708 52 
受取利息及び受取配当金 △11 △11 
支払利息 57 40 
為替差損益（△は益） △174 △40 
売上債権の増減額（△は増加） 12,453 10,105 
たな卸資産の増減額（△は増加） △3,026 △1,065 
仕入債務の増減額（△は減少） △8,987 △5,265 
未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,738 1,128 
その他 △1,428 △56 

小計 3,471 5,770 

利息及び配当金の受取額 11 11 
利息の支払額 △57 △28 
退職特別加算金の支払額 △23 － 
転進支援費用の支払額 △43 － 
法人税等の支払額 △199 △246 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,158 5,506 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の取得による支出 △236 △144 
有形固定資産の売却による収入 112 311 
貸付金の回収による収入 5 3 
その他 △10 △6 

投資活動によるキャッシュ・フロー △129 164 

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） △3,900 △7,748 
リース債務の返済による支出 △3 △2 
自己株式の取得による支出 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,903 △7,751 

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △866 △2,077 

現金及び現金同等物の期首残高 9,722 8,574 
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,855 6,497 
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該当事項はありません。   

  

[セグメント情報]  
１．報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当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るものであり、売上総利益を基礎と
しております。 
当社は、建設事業を中心に事業活動を展開しており、本社に土木・建築別の事業本部、製造事業やその他事業を
管理する部署を置き、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 
当社は、事業本部を基礎としたセグメントから構成されており、「土木建設事業」、「建築建設事業」、「製造
事業」及び「その他兼業事業」の４つを報告セグメントとしております。 
「土木建設事業」は、土木工事の施工請負等、「建築建設事業」は、建築工事の施工請負等、「製造事業」は、
コンクリート製品の製造販売等、「その他兼業事業」は、不動産事業及び損害保険代理業等を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 
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）  

（単位：百万円）

（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。  
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書と調整を行っております。  

  
３．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異
調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

  
４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
該当事項はありません。  

  
（追加情報） 
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
20年３月21日）を適用しております。  

  

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）セグメント情報

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

土木建設 
事業  

建築建設 
事業  製造事業 

その他 
兼業事業 計 

売上高                                    

外部顧客への売上高    10,873  7,287  480  335  18,976  －  18,976

セグメント間の内部売上高又
は振替高  629  －  427  309  1,365  △1,365  －

計  11,502  7,287  908  644  20,341  △1,365  18,976

セグメント利益 
（売上総利益）   1,324  543  125  78  2,072  264  2,337

利益 金額 

報告セグメント計  2,072

調整額（セグメント間取引消去）  264

販売費及び一般管理費  △1,617

四半期連結損益計算書の営業利益  719

（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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受注実績  

（注）当第１四半期連結会計期間からセグメント情報の区分を変更したため、前第１四半期連結会計期間分を変更
後の区分に組み替えて表示しております。  

   

４．補足情報

区分 

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

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

比較増減（△） 

 金額(百万円)  構成比(％)  金額(百万円)  構成比(％)  金額(百万円)  増減率(％) 

土木建設事業  8,377  54.0  9,703  55.7  1,325  15.8

建築建設事業  6,580  42.5  6,900  39.6  320  4.9

製造事業  223  1.4  480  2.8  257  115.6

その他兼業事業  324  2.1  339  1.9  14  4.5

合計  15,505  100.0  17,424  100.0  1,918  12.4
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