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

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 21,337 △20.7 1,904 2.6 1,880 7.2 1,528 △3.8

22年3月期第3四半期 26,910 12.2 1,856 196.7 1,754 97.6 1,588 ―

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 22.45 ―

22年3月期第3四半期 24.51 ―

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 36,213 12,323 34.0 180.97
22年3月期 40,101 10,979 27.4 161.23

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  12,323百万円 22年3月期  10,979百万円

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、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 31,000 △12.6 1,000 △54.3 800 △60.0 600 △61.4 8.81



(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 

（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、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。 
 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「連結業績予想に関する
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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 69,194,543株 22年3月期  69,194,543株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,099,344株 22年3月期  1,097,328株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 68,096,333株 22年3月期3Q 64,833,168株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資は持ち直しつつあるものの、輸出は鈍くなり、公共

投資の減少、雇用情勢の冷え込みが続くなど全体的には依然として厳しい状況が続きました。 

当社グループの主力事業である橋梁事業は、総発注量が大幅に減少したまま低調に推移しました。また、落札価

格も極めて厳しい受注競争を受け、改善の兆しが見られないまま低迷し、先行き不透明な状況が続きました。 

このような環境下、当社グループは、従来にも増して協力関係の一体強化を図り、グループの有する製作・架設

力などの総合エンジニアリング力を 大限活かし、受注、売上、利益の安定確保の施策を推進してまいりました。

当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、手持ち工事量の減少を受けて213億37百万円（前年同期比

20.7％減）となりました。 

受注高につきましては、極めて厳しい受注競争の結果106億50百万円（同31.6％減）となりました。 

損益につきましては、グループ挙げての経営全般にわたるコスト削減の効果、設計変更による契約金額の増額に

よる利益率の改善などにより、営業利益は19億４百万円（同2.6％増）、経常利益は18億80百万円（同7.2％増）、

四半期純利益は15億28百万円（同3.8％減）となりました。 

  

（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 

資産合計は、前連結会計年度末と比較して38億87百万円減少し、362億13百万円となりました。主な要因は、工

事代金の回収が順調に進んだことにより、受取手形・完成工事未収入金が38億15百万円減少したためであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比較して52億31百万円減少し、238億90百万円となりました。主な要因は、支

払手形・工事未払金が13億70百万円、および短期借入金が35億95百万円減少したためであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して13億43百万円増加し、123億23百万円となりました。主な要因は、

四半期純利益15億28百万円によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して９億59百万円増加し46億22百万円となりました。 

当第３四半期連結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以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、44億85百万円の資金増加（前年同期は30億82百万円の資金減少）となり

ました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益17億95百万円、売上債権の減少38億15百万円、および仕入債務の

減少14億37百万円であります。 

（投資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・フローは、２億97百万円の資金増加（前年同期は３億１百万円の資金減少）となり

ました。主な要因は、投資有価証券の売却による収入２億65百万円であります。 

（財務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・フローは、35億99百万円の資金減少（前年同期は27億71百万円の資金増加）となり

ました。主な要因は、長短借入金の返済による減少35億95百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当業界を取り巻く環境は、公共事業費の大幅な減少を受けて、市場競争が激化するなど今後も極めて厳しい状況

が続くものと予想されます。 

このように当社グループを取り巻く事業環境は一層厳しさを増していることから、当社グループは、㈱宮地鐵工

所及び宮地建設工業㈱の経営資源を完全に統合することにより事業シナジーを極大化し、橋梁事業の総合エンジニ

アリング企業として一層の企業価値向上を目指すことを目的として、両社の合併を行うこととし、平成23年２月４

日に合併契約書を締結いたしました。詳細につきましては、同日公表の「連結子会社の合併並びに商号変更及び代

表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。合併会社におきましては、重複業務を集約し、経済合理性

を 大限追求することを基本に、当社グループの主力事業である新設橋梁事業、鉄構事業の更なる強化を図るとと

もに、今後高い成長率が期待できる既設橋梁の維持補修事業、ＦＲＰ事業、海外事業、土木関連事業に経営資源を

積極的に投入し経営基盤の強化を期してまいります。 

なお、通期の連結業績予想につきましては、受注環境が不透明・不確実なことなどから、平成22年５月18日に公

表した数値を変更いたしません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ 

っております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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。 

③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 

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、かつ、一時差異等の発生 

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ 

ンニングを利用する方法によっております。 

  

（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 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ1,415千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は、58,502千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

26,459千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 4,671,951 3,712,704

受取手形・完成工事未収入金 12,578,473 16,394,129

未成工事支出金 298,636 802,024

その他 646,055 624,378

貸倒引当金 △28,750 △34,834

流動資産合計 18,166,367 21,498,403

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,995,258 11,995,258

その他（純額） 2,830,001 3,056,621

有形固定資産計 14,825,260 15,051,880

無形固定資産 172,458 168,499

投資その他の資産   

投資有価証券 2,641,361 3,080,541

その他 511,337 398,529

貸倒引当金 △103,000 △96,435

投資その他の資産計 3,049,699 3,382,636

固定資産合計 18,047,418 18,603,016

資産合計 36,213,785 40,101,419

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 6,390,209 7,760,668

短期借入金 8,550,000 12,145,000

未払法人税等 388,572 147,511

未成工事受入金 1,089,831 1,247,169

工事損失引当金 536,700 246,100

その他の引当金 115,196 242,245

その他 757,774 1,097,813

流動負債合計 17,828,284 22,886,508

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 3,970,651 3,970,651

退職給付引当金 1,861,755 1,930,621

その他の引当金 105,806 89,424

その他 124,232 244,785

固定負債合計 6,062,445 6,235,482

負債合計 23,890,730 29,121,991



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 3,746,234 3,746,359

利益剰余金 340,496 △1,184,877

自己株式 △222,725 △222,690

株主資本合計 6,864,006 5,338,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 165,238 346,826

土地再評価差額金 5,293,810 5,293,810

評価・換算差額等合計 5,459,048 5,640,637

純資産合計 12,323,054 10,979,427

負債純資産合計 36,213,785 40,101,419



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

完成工事高 26,910,547 21,337,503

完成工事原価 23,649,800 18,146,174

完成工事総利益 3,260,746 3,191,329

販売費及び一般管理費 1,404,052 1,287,268

営業利益 1,856,694 1,904,061

営業外収益   

受取利息 2,638 2,698

受取配当金 51,572 53,462

スクラップ売却益 － 29,890

その他 63,474 48,134

営業外収益合計 117,684 134,185

営業外費用   

支払利息 152,524 103,485

シンジケートローン手数料 66,282 21,250

その他 1,548 33,443

営業外費用合計 220,355 158,179

経常利益 1,754,023 1,880,067

特別利益   

貸倒引当金戻入額 32 9,184

完成工事補償引当金戻入額 3,000 2,000

固定資産売却益 3,847 1,392

投資有価証券売却益 － 131,006

その他 － 16,099

特別利益合計 6,879 159,682

特別損失   

違約損失引当金繰入額 30,115 －

事業構造改善費用 37,973 86,769

生産調整損失 － 67,540

本社移転費用 37,717 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 57,086

その他 24,655 33,177

特別損失合計 130,462 244,575

税金等調整前四半期純利益 1,630,441 1,795,174

法人税、住民税及び事業税 34,905 424,885

法人税等調整額 6,553 △158,213

法人税等合計 41,458 266,671

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,528,502

四半期純利益 1,588,982 1,528,502



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,630,441 1,795,174

減価償却費 309,978 284,845

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,331 481

工事損失引当金の増減額（△は減少） △309,700 290,600

違約損失引当金の増減額（△は減少） 30,115 －

受取利息及び受取配当金 △54,210 △56,160

支払利息 152,524 103,485

為替差損益（△は益） △859 －

持分法による投資損益（△は益） △3,196 △371

投資有価証券売却損益（△は益） － △131,006

売上債権の増減額（△は増加） △1,779,067 3,815,103

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 2,050,166 523,823

仕入債務の増減額（△は減少） △1,822,159 △1,437,869

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,359,895 △157,337

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 57,086

その他 △99,674 △383,151

小計 △2,248,205 4,704,702

利息及び配当金の受取額 54,210 56,160

利息の支払額 △152,721 △98,173

法人税等の支払額 △40,197 △177,562

課徴金等の支払額 △695,972 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,082,886 4,485,126

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 △258,392 △61,484

投資有価証券の売却による収入 － 265,000

貸付けによる支出 △7,640 △5,770

貸付金の回収による収入 9,736 88,484

敷金及び保証金の差入による支出 △67,232 △4,889

敷金及び保証金の回収による収入 26,910 5,311

その他 △5,120 11,286

投資活動によるキャッシュ・フロー △301,738 297,938

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） 3,150,000 △3,240,000

長期借入金の返済による支出 △374,894 △355,000

配当金の支払額 △95 △57

その他 △3,928 △4,826

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,771,082 △3,599,883

現金及び現金同等物に係る換算差額 859 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △612,683 1,183,181

現金及び現金同等物の期首残高 4,595,300 3,663,480

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △223,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,982,617 4,622,744



 該当事項はありません。 

  

  生産、受注及び販売の状況（連結） 

  

※ 橋梁とは、新設橋梁の設計・製作・現場施工、既設橋梁の維持・補修・補強、橋梁周辺鋼構造物、複合構造物の

設計・製作・現場施工、プレストレストコンクリート橋梁、ＦＲＰ構造物、その他土木事業であります。 

 建築他とは、大空間・超高層建築物、鉄塔、煙突、工場建物、その他鋼構造物の製作・現場施工、既設構造物の

耐震・免震工事、その他の事業であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

４．補足情報

① 生産の状況             

製品別 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  22,004,215  91.4  19,209,322  92.8  29,890,908  92.4

建築他  2,058,552  8.6  1,499,376  7.2  2,458,442  7.6

合計  24,062,768  100.0  20,708,698  100.0  32,349,351  100.0

              

② 受注の状況             

 （受注高）             

製品別 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  14,530,458  93.3  9,826,668  92.3  20,338,987  90.3

建築他  1,051,185  6.7  824,043  7.7  2,182,730  9.7

合計  15,581,643  100.0  10,650,711  100.0  22,521,718  100.0

              

 （受注残高）             

製品別 

前第３四半期連結会計期間末

（平成21年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末

（平成22年12月31日） 

前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  26,819,216  98.5  14,559,229  97.5  24,565,923  95.9

建築他  417,974  1.5  373,396  2.5  1,053,494  4.1

合計  27,237,190  100.0  14,932,625  100.0  25,619,417  100.0

              

③ 販売の状況             

製品別 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

金額 

（千円） 

構成比

（％） 

橋梁  24,705,333  91.8  19,833,362  93.0  32,767,156  92.4

建築他  2,205,214  8.2  1,504,140  7.0  2,701,239  7.6

合計  26,910,547  100.0  21,337,503  100.0  35,468,395  100.0
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