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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期

当第１四半期
累計(会計)期間

第55期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 2,153 15,701

経常利益（損失△）（百万円） △151 △130

四半期（当期）純利益（純損失

△）（百万円）
△231 △570

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
― ―

資本金（百万円） 5,907 5,907

発行済株式総数（千株） 30,846 30,846

純資産額（百万円） 22,954 23,149

総資産額（百万円） 30,386 30,543

１株当たり純資産額（円） 789.87 796.54

１株当たり四半期（当期）純利益

（純損失△）（円）
△7.96 △19.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
― ―

１株当たり配当額（円） ― 5.0

自己資本比率（％） 75.54 75.79

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
601 475

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△102 △2,276

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△145 △420

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
3,095 2,742

従業員数（人） 387 390

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については

記載していない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

EDINET提出書類

日本基礎技術株式会社(E00204)

四半期報告書

 2/26



２【事業の内容】

　当第1四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業内容について、重要な変更は

ない。また、主要な関係会社に異動はない。

　

　

　

　

３【関係会社の状況】

　当第1四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

　

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 387 [27]

　（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載して

いる。
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第２【事業の状況】

１【受注工事高、完成工事高及び施工高の状況】

(1)受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

区分
期首繰越
工事高
（百万円）

期中受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

期中完成
工事高
（百万円）

期末繰越工事高
期中施工高
（百万円）手持工事高

（百万円）
うち施工高

  (%) (百万円)

法面保護工事 1,682 593 2,276 627 1,649 48.0 792 526

ダム基礎工事 1,675 232 1,908 564 1,343 46.2 621 218

アンカー工事 1,829 1,087 2,916 299 2,616 50.1 1,311 863

重機工事 218 271 490 76 414 42.9 177 219

注入工事 3,160 994 4,155 161 3,993 37.7 1,508 1,002

維持修繕工事 150 76 227 13 214 66.7 143 143

環境保全工事 324 152 477 27 449 41.3 185 107

その他土木工事 1,044 322 1,367 239 1,127 62.3 703 401

建設コンサル・

地質調査
235 238 473 143 330 33.7 111 144

計 10,323 3,970 14,293 2,153 12,139 45.7 5,556 3,626

　　前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

区分
期首繰越
工事高
（百万円）

期中受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

期中完成
工事高
（百万円）

期末繰越工事高
期中施工高
（百万円）手持工事高

（百万円）
うち施工高
  (%) (百万円)

法面保護工事 1,979 2,992 4,971 3,288 1,682 53.1 893 3,479

ダム基礎工事 2,170 1,240 3,410 1,735 1,675 57.7 968 1,534

アンカー工事 1,091 2,919 4,011 2,182 1,829 40.9 748 2,683

重機工事 465 1,420 1,886 1,667 218 15.7 34 1,615

注入工事 1,285 4,107 5,393 2,232 3,160 21.0 666 2,422

維持修繕工事 348 497 846 695 150 8.3 12 599

環境保全工事 400 712 1,113 788 324 32.6 106 773

その他土木工事 844 2,347 3,192 2,147 1,044 51.8 542 2,428

建設コンサル・

地質調査
228 971 1,199 964 235 47.0 110 965

計 8,815 17,209 26,024 15,701 10,323 39.5 4,082 16,500

　（注）１．賃貸収入等工事以外の売上は、「建設コンサル・地質調査」に含めている。

２．前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増減額

を含む。

３．期末繰越工事高は、(期首繰越工事高+期中受注工事高-期中完成工事高)である。

４．「その他土木工事」は、一般土木工事、土留工事、推進工事、建築および造成地の基礎杭工事ならびに地すべ

りの防止および災害復旧工事等である。

５．「注入工事」は、地盤補強・止水のための都市部における薬液注入工事、老朽溜池、トンネル裏込、管路・水

路の充填・閉塞のグラウト工事等である。

６．「建設コンサル・地質調査」の［期中受注工事高］［計］［期中完成工事高］のそれぞれの欄には不動産

の賃貸収入額として当第１四半期累計期間に43百万円、前事業年度に174百万円がそれぞれ含まれている。
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(2)受注工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

法面保護工事 528 65 593

ダム基礎工事 204 28 232

アンカー工事 876 210 1,087

重機工事 97 174 271

注入工事 424 569 994

維持修繕工事 29 47 76

環境保全工事 146 5 152

その他土木工事 292 30 322

建設コンサル・

地質調査
181 56 238

計 2,783 1,186 3,970

　（注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものが含まれている。

　２．区分の「建設コンサル・地質調査」欄の民間には、不動産の賃貸収入額として43百万円が含まれている。

　３．受注工事高のうち主なものは次のとおりである。

　　当第１四半期の受注工事のうち請負金額１億円以上の主なもの

間組・西松建設・福田組・本間組ＫＫ３、

５、６冷却水路諸基礎関連復旧工事共同企業

体

：大湊側レイダウンエリア東側道路法面補強工事に伴う地盤

改良工

大成建設（株） ：大滝ダム白屋地区地すべり対策工事

飛島・福田・高田・毎田特定建設工事共同

企業体

：犀川辰巳治水ダム建設事業辰巳ダム建設工基礎処理工事

青木あすなろ・南洋土建・秀仁組特定建設

工事共同企業体

：西系列幹線導水施設名護導水（第２工区）その１工事（第

５期）

田中建設・富田・共成特定建設工事共同企

業体

：枝幸音威子府線道路改良工事（その１）
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(3)完成工事高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年６月30日）

法面保護工事 606 21 627

ダム基礎工事 564 0 564

アンカー工事 222 77 299

重機工事 27 49 76

注入工事 79 82 161

維持修繕工事 6 6 13

環境保全工事 24 3 27

その他土木工事 213 26 239

建設コンサル・

地質調査
99 44 143

計 1,841 311 2,153

　（注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものが含まれている。

　２．区分の「建設コンサル・地質調査」欄の民間には、不動産の賃貸収入額として43百万円が含まれている。

　３．完成工事高のうち主なものは次のとおりである。

　　当第１四半期の完成工事のうち請負金額１億円以上の主なもの

（株）川嶋建設 ：岡本６丁目地区斜面対策工事

佐藤工業（株） ：曽於北部（一期）農業水利事業谷川内ダム第一期建設工事法

面保護工事

大成・三井住友・木原・前川元共同企業体 ：浄土寺ダム基礎処理工事

大林・東急・才田特定建設工事共同企業体 ：藤波ダム建設工事の内基礎処理工

三井住友建設（株）・田中建設（株）・

（株）田中組特定共同企業体

：上農水（整工）第３号指改第５３号工事指久保ダム基礎処理

工

４．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。　
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(4)繰越工事高（平成20年６月30日現在）

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

法面保護工事 1,362 286 1,649

ダム基礎工事 1,315 28 1,343

アンカー工事 2,006 610 2,616

重機工事 219 195 414

注入工事 1,217 2,776 3,993

維持修繕工事 23 191 214

環境保全工事 144 305 449

その他土木工事 1,041 86 1,127

建設コンサル・地質調査 317 12 330

計 7,647 4,492 12,139

（注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものが含まれている。

　２．繰越工事のうち主なものは次のとおりである。

　　繰越工事のうち請負金額３億円以上の主なもの

鹿島建設（株） ：美浜１・２号取水構造物耐震裕度向上工事の

うち地盤改良工事

平成21年１月完成予定

（株）ミルックス ：鳥取自動車道用瀬第三トンネル工事用瀬パ－

キングエリア（下り線）

平成20年７月完成予定

西松・地崎・勝村特定建設工事

共同企業体

：樺戸（二期）農業水利事業徳富ダム第３期建

設工事

平成21年３月完成予定

間組・西松建設・福田組・本間

組ＫＫ３、５、６冷却水路諸基礎

関連復旧工事共同企業体

：大湊側レイダウンエリア東側道路法面補強工

事に伴う地盤改良工

平成20年９月完成予定

　

(5)売上にかかる季節的変動について

建設業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期会計期間に集中しているため、第１四半期会計期

間から第３四半期会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期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る。
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２【経営上の重要な契約等】

    特記事項なし。

　

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況　

　当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油・原材料価格の高騰

にともなう物価上昇等により景気の減速傾向が強まり、先行き不透明な状況で推移している。

　この間、建設業界においても依然として厳しい経営環境の中にあり、公共工事は引続き減少し、受注環境は以前

にも増して厳しく、先行不透明な状況が続いている。

　かかる中、当社においては、安定した収益を持続できる会社として生き残るには、経営基盤を再構築し、営業力

の強化による受注量の確保、および収益力の改善が不可欠であると判断し、当期を初年度とする中期経営計画(３ヵ年

計画)を策定し、(１)民間工事の受注拡大、および原子力発電所・港湾等の耐震補強工事への積極的参入、(２)

不採算工事の排除、利益性・労働生産性の高い工種・工法への転換、(３)農業用水路等の修繕・維持工事への参入

等に努めている。

　なお、当社は売上高に占める公共工事の割合が非常に高いため、当社の売上高は通常の営業形態として、上半期

に比べ下半期に完成が集中する傾向があり、事業年度の上半期と下半期に季節的変動がある。よって、特に第１四

半期においてはその傾向が強く、売上、利益の計上は多くは見込めないため、当第１四半期の業績としては、売上

高21億53百万円、営業損失2億34百万円、経常損失1億51百万円、四半期純損失は2億31百万円となった。なお、当社とし

ては業績の管理については年度末の業績を主眼としている。

  

(2) キャッシュ・フローの状況　　

    当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物は(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ3億53百万

　円増加し、当第1四半期会計期間末には30億95百万円となった。

　　当第1四半期会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次のとおりである。

  (営業活動によるキャッシュ・フロー)

　  当第1四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6億1百万円の収入となった。これは、税

  引前四半期純損益が1億57百万円の損失となったが、売上債権の減少にによる資金が20億54百万円増加があった一

　方で、未成工事収支に係る資金が10億98百万円減少したこと等による資金の減少があったことによるものである。

  (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　　当第1四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億2百万円の支出となった。これは、有

　価証券の取得・売却による資金が1億2百万円減少したこと等によるものである。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　　当第1四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1億45百万円の支出となった。これは、配

　当金の支払等によるものである。　

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題　

　当第１四半期会計期間において当社が対処すべき課題について重要な変更はない。

　

(4）研究開発活動　

　当第1四半期会計期間における研究開発費は10百万円であり、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第1四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はない。ま

た、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 86,853,100

計 86,853,100

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 30,846,400 同左　

東京証券取引所

市場第一部

大阪証券取引所

市場第一部

－

計 30,846,400 同左　 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項なし。　

　

　

　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年４月1日～

平成20年６月30日　
－ 30,846,400 － 5,907,978 － 5,512,143

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記　　

載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしている。

  ①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　        －

議決権制限株式（自己株式等） － － 　        －

議決権制限株式（その他） － － 　        －

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式　1,784,300 － 　        －

完全議決権株式（その他） 　普通株式 28,930,500 289,305 　        －

単元未満株式 　普通株式　  131,600 － 　        －

発行済株式総数 30,846,400 － －

総株主の議決権 － 289,305 －

　（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3,500株（議決権の数35個）含まれて

いる。

　

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　日本基礎技術㈱
　大阪市北区松ケ枝町６　

番22号
1,784,300 － 1,784,300 5.7

計 － 1,784,300 － 1,784,300 5.7

　

　

　

　

　

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 270 273 255

最低（円） 230 231 231

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。　
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施工規則」（昭和24年建設省令第14号）

に準じて記載している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年6月30日まで）に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。

　なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となった。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がないので連結財務諸表は作成していない。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,135,532 2,782,321

受取手形・完成工事未収入金 2,592,822 4,651,750

有価証券 7,048,622 6,946,200

未成工事支出金 5,463,212 4,080,157

材料貯蔵品 76,135 68,140

その他 460,270 484,596

貸倒引当金 △6,000 △12,000

流動資産合計 18,770,595 19,001,167

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,471,588

※1
 1,492,691

土地 2,451,382 2,451,382

その他（純額） ※1
 858,227

※1
 908,801

有形固定資産計 4,781,198 4,852,874

無形固定資産 101,422 98,918

投資その他の資産

投資有価証券 5,205,887 5,034,441

その他 1,565,652 1,592,025

貸倒引当金 △37,998 △36,160

投資その他の資産計 6,733,542 6,590,306

固定資産合計 11,616,163 11,542,099

資産合計 30,386,758 30,543,266

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 3,149,993 3,438,407

未払法人税等 9,706 36,307

未成工事受入金 2,284,516 1,999,769

完成工事補償引当金 7,000 7,000

賞与引当金 54,000 111,000

役員賞与引当金 6,100

工事損失引当金 145,700 141,650

訴訟損失引当金 49,278 49,278

その他 610,642 466,488

流動負債合計 6,310,838 6,256,001

固定負債

退職給付引当金 808,779 818,616

役員退職慰労引当金 30,400

その他 312,192 288,890

固定負債合計 1,120,972 1,137,907

負債合計 7,431,810 7,393,908
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,907,978 5,907,978

資本剰余金 5,512,143 5,512,143

利益剰余金 14,765,547 15,142,334

自己株式 △777,568 △777,378

株主資本合計 25,408,101 25,785,079

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17,870 △200,437

土地再評価差額金 △2,435,283 △2,435,283

評価・換算差額等合計 △2,453,153 △2,635,720

純資産合計 22,954,948 23,149,358

負債純資産合計 30,386,758 30,543,266
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 2,153,267

売上原価 1,938,386

売上総利益 214,880

販売費及び一般管理費 ※1
 449,119

営業損失（△） △234,238

営業外収益

受取利息 4,114

有価証券利息 38,316

複合金融商品評価益 19,587

その他 25,934

営業外収益合計 87,953

営業外費用

固定資産除却損 4,367

その他 1,317

営業外費用合計 5,684

経常損失（△） △151,970

特別利益

貸倒引当金戻入益 6,000

会員権償還益 3,050

その他 208

特別利益合計 9,258

特別損失

投資有価証券評価損 15,178

特別損失合計 15,178

税引前四半期純損失（△） △157,889

法人税、住民税及び事業税 11,000

法人税等調整額 62,586

法人税等合計 73,586

四半期純損失（△） △231,476
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６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（△） △157,889

減価償却費 91,479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,162

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,837

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,400

賞与引当金の増減額（△は減少） △57,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,100

工事損失引当金の増減額（△は減少） 4,050

受取利息及び受取配当金 △58,556

投資有価証券評価損益（△は益） 15,178

複合金融商品評価損益（△は益） △19,587

会員権売却損益（△は益） △2,485

会員権償還損益（△は益） △3,050

売上債権の増減額（△は増加） 2,054,912

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,383,055

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,994

仕入債務の増減額（△は減少） △288,413

未成工事受入金の増減額（△は減少） 284,746

その他 192,752

小計 614,585

法人税等の支払額 △13,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 601,421

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △60,367

会員権の売却による収入 6,675

会員権の償還による収入 5,000

有価証券の取得による支出 △2,152,485

有価証券の売却による収入 2,050,000

投資有価証券の取得による支出 △1,529

投資有価証券の売却による収入 4,081

貸付けによる支出 △8,740

貸付金の回収による収入 10,627

利息及び配当金の受取額 49,771

その他 △5,743

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,709
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（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △190

配当金の支払額 △145,310

財務活動によるキャッシュ・フロー △145,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 353,211

現金及び現金同等物の期首残高 2,742,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,095,532
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【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】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

材料貯蔵品　

　従来、移動平均法による原価法によってい

たが、当第１四半期会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」(企業会計基

準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定し

ている。

　これによる損益に与える影響はない。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．貸倒見積額を算定する方

法

　当第１四半期末の一般債権に係る貸倒引

当金は、前事業年度末に算定した貸倒実績

率等から著しい変化がないため、前事業年

度末の貸倒実績率等を用いて算定してい

る。　

　

２．固定資産の減価償却の算

定方法棚卸資産の評価方法

　定率法を採用している資産については、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いる。　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　

　　　　該当事項なし。　　
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、9,534,627千円 

　　　である。

　

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、9,527,944千円

　　　である。

　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

    額は次のとおりであります。

　　　従業員給与手当              　　 143,220千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　18,738千円　　　　　　

　　　貸倒引当金繰入額　　　　　　　　　 1,837千円

　

２．当社の売上高は、通常の営業の形態として、契約によ

　り工事の完成引渡しが、第4四半期会計期間に集中して

　いるため、第1四半期会計期間から第3四半期会計期間に

　おける売上高に比べ第4四半期会計期間の売上高が著し

　く多くなるといった季節的変動がある。

　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年6月30日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円）

　現金預金勘定　　　　　　　　　　　　　　3,135,532

　預入期間が3ヶ月を超える定期預金　　　　　△40,000

　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　3,095,532

EDINET提出書類

日本基礎技術株式会社(E00204)

四半期報告書

20/26



（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　30,846,400株

　

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　 1,785,083株　

　

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項なし。

　

　

４．配当に関する事項

　・配当金支払額

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 145,310 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日 　利益剰余金

　

　

　

　

　

（有価証券関係）

　　　　当第１四半期会計期間末（平成20年6月30日）

 

　　　　前事業年度末に比して著しい変動がないため記載していない。

　　　　　　　　　

　

　

　

（デリバティブ取引関係）

　　　　当第１四半期会計期間末（平成20年6月30日）

 

　　　　前事業年度末に比して著しい変動がないため記載していない。
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（持分法損益等）

　該当事項なし。

　

　

　

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　

　該当事項なし。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 789.87円 １株当たり純資産額 796.54円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △7.96円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していない。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失（千円） 231,476

普通株主に帰属しない金額（千円）  

普通株式に係る四半期純損失（千円） 231,476

期中平均株式数（株） 29,061,799

（重要な後発事象）

　　　　

　　　　該当事項なし。
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（リース取引関係）

　　

　　当第1四半期会計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年6月30日）

 

　　前事業年度末に比して著しい変動がないため記載していない。

　

２【その他】

　訴訟等について

当社は、現在2件の訴訟事件について裁判係争中である。その内容は、回収訴訟等であり、回収訴訟では、回収は可能で

あると考えている。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年 8月13日

日本基礎技術株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 橋留　隆志　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　正彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本基礎技術株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第56期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本基礎技術株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

　管している。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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