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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３四半期
累計期間

第56期
当第３四半期
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

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31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） 9,144 2,859 15,701

経常利益（損失△）（百万円） △564 △482 △130

四半期（当期）純利益（純損失

△）（百万円）
△614 △399 △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） － 21,988 23,149

総資産額（百万円） － 33,031 30,543

１株当たり純資産額（円） － 769.39 796.54

１株当たり四半期（当期）純利益

（純損失△）（円）
△21.32 △13.97 △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（％） － 66.56 75.79

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△64 － 475

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
823 － △2,276

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△251 － △420

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 3,249 2,742

従業員数（人） － 380 390

（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。
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２【事業の内容】

　当第3四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3四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12月31日現在

従業員数（人） 380 [23]

(注)従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第3四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３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12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 1,682 1,813 3,496 1,426 2,070 56.8 1,177 1,709

ダム基礎工事 1,675 1,036 2,712 765 1,946 45.2 879 677

アンカー工事 1,829 2,047 3,876 2,049 1,826 58.1 1,062 2,364

重機工事 218 1,364 1,583 885 697 48.2 336 1,187

注入工事 3,160 4,187 7,348 1,947 5,401 60.7 3,280 4,561

維持修繕工事 150 265 416 329 87 37.8 33 350

環境保全工事 324 417 742 224 518 57.5 298 416

その他土木工事 1,044 1,113 2,158 981 1,176 66.7 785 1,224

建設コンサル・

地質調査
235 721 957 534 422 47.4 200 623

計 10,323 12,969 23,292 9,144 14,147 56.9 8,054 13,116

　　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３四半期累計期間に132百万円、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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日）

法面保護工事 686 68 754

ダム基礎工事 484 3 488

アンカー工事 363 62 426

重機工事 249 252 502

注入工事 432 1,674 2,107

維持修繕工事 7 85 92

環境保全工事 109 48 158

その他土木工事 369 19 389

建設コンサル・

地質調査
163 53 217

計 2,867 2,269 5,137

　（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44百万円が含まれている。

　

　

(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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日）

法面保護工事 196 45 242

ダム基礎工事 85 34 119

アンカー工事 315 156 472

重機工事 139 214 354

注入工事 475 405 881

維持修繕工事 39 74 113

環境保全工事 69 30 100

その他土木工事 321 60 382

建設コンサル・

地質調査
140 51 191

計 1,784 1,074 2,859

　（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44百万円が含まれている。

　3．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12月31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 1,697 372 2,070

ダム基礎工事 1,946 0 1,946

アンカー工事 1,430 396 1,826

重機工事 384 313 697

注入工事 1,461 3,939 5,401

維持修繕工事 19 67 87

環境保全工事 215 302 518

その他土木工事 1,157 18 1,176

建設コンサル・地質調査 415 7 422

計 8,728 5,418 14,147

　　（注）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。

　

　

　

(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３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機の拡大が世界の実体経済に波及し、その世界的な景

気後退により国内経済も企業収益の悪化により景気後退局面に入り、生産調整にともなう雇用不安の拡大もあり景気

の一層の悪化が懸念される状況で推移している。

　この間、建設業界においても公共工事は引続き減少し、また金融不安と信用収縮の影響を受け、不動産デベロッパー

やゼネコンの破綻が続く等、かつてない厳しい経営環境の中にあり、受注環境は以前にも増して厳しく、政府の経済対

策が期待されるものの先行き不透明な状況が続いている。

　このような状況のもと、当第３四半期会計期間における業績としては、売上高は28億59百万円となった。また、利益に

ついては、大型の不採算工事の発生が見込まれることによる工事損失引当金の計上、並びに原材料価格の高騰等によ

り工事利益率が低下したこと等により、営業損失５億20百万円、経常損失４億82百万円、四半期純損失は３億99百万円

となった。

　なお、当社の売上高は、通常の営業形態として第４四半期を含む下半期に完成する工事の割合が大きく、業績に季節

的変動がある。

　

  

(2) キャッシュ・フローの状況　　

    当第3四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、第2四半期末に比べ2億43百

  　万円増加し、当第3四半期会計期間末には32億49百万円となった。

　　当第3四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3四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、3億25百万円の減少となった。

    これは、仕入債務の増加による資金の増加が9億82百万円増加したものの、未成工事収支に係る資金が11億89百

    万円減少したこと等によるものである。

  (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　　当第3四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、5億68百万円の収入となった。

    これは、有価証券の取得・売却による資金が8億16百万円増加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3四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローについて、重要な変動はない。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第3四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3四半期会計期間における研究開発費は 2百万円であり、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3四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3四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった機械装置〈高精度ボーリングツール

ス）は平成20年12月に購入している。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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13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

単元株式数100株

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10月1日～

平成20年12月31日　
－ 30,846,400 － 5,907,978 － 5,512,143
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（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３四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３四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９月30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12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　2,266,500 － 　単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 　普通株式 28,451,200 284,512 　同上

単元未満株式 　普通株式    128,700 － 　        －

発行済株式総数 30,846,400 － －

総株主の議決権 － 284,512 －

　（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、5,500株（議決権の数55個）含まれて

いる。

　

②【自己株式等】

　 平成20年12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
2,266,500 － 2,266,500 7.3

計 － 2,266,500 － 2,266,500 7.3

　

　

　

　

　

　

　

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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 270 273 255 240 239 241 226 255 222

最低（円） 230 231 231 210 215 218 173 192 186

　（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、「建設業法施行規則」（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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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。

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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 3,189,723 2,782,321

受取手形・完成工事未収入金 ※2
 3,549,322 4,651,750

有価証券 5,979,203 6,946,200

未成工事支出金 7,963,545 4,080,157

材料貯蔵品 106,599 68,140

その他 1,109,222 484,596

貸倒引当金 △9,000 △12,000

流動資産合計 21,888,616 19,001,167

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,398,454

※1
 1,492,691

土地 2,451,382 2,451,382

その他（純額） ※1
 841,843

※1
 908,801

有形固定資産計 4,691,680 4,852,874

無形固定資産 94,243 98,918

投資その他の資産

投資有価証券 4,669,169 5,034,441

その他 1,728,409 1,592,025

貸倒引当金 △40,735 △36,160

投資その他の資産計 6,356,843 6,590,306

固定資産合計 11,142,767 11,542,099

資産合計 33,031,383 30,543,266

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 ※2
 4,956,640 3,438,407

未払法人税等 36,307

未成工事受入金 3,274,418 1,999,769

完成工事補償引当金 5,000 7,000

賞与引当金 68,000 111,000

役員賞与引当金 6,100

工事損失引当金 567,180 141,650

訴訟損失引当金 49,278 49,278

その他 ※2
 1,016,666 466,488

流動負債合計 9,937,182 6,256,001

固定負債

退職給付引当金 787,340 818,616

役員退職慰労引当金 30,400

その他 318,297 288,890

固定負債合計 1,105,637 1,137,907

負債合計 11,042,820 7,393,908
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 14,336,542 15,142,334

自己株式 △883,680 △777,378

株主資本合計 24,872,983 25,785,079

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △489,758 △200,437

繰延ヘッジ損益 △5,360

土地再評価差額金 △2,389,302 △2,435,283

評価・換算差額等合計 △2,884,420 △2,635,720

純資産合計 21,988,563 23,149,358

負債純資産合計 33,031,383 30,543,266
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 9,144,957

売上原価 8,549,502

売上総利益 595,455

販売費及び一般管理費 ※1
 1,283,952

営業損失（△） △688,496

営業外収益

受取利息 102,818

その他 49,060

営業外収益合計 151,879

営業外費用

固定資産除却損 5,893

複合金融商品評価損 16,747

その他 5,672

営業外費用合計 28,313

経常損失（△） △564,931

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,000

会員権償還益 13,587

その他 208

特別利益合計 16,795

特別損失

投資有価証券評価損 117,499

減損損失 39,294

特別損失合計 156,794

税引前四半期純損失（△） △704,929

法人税、住民税及び事業税 30,000

法人税等調整額 △120,428

法人税等合計 △90,428

四半期純損失（△） △614,501
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 2,859,136

売上原価 2,957,794

売上総利益 △98,657

販売費及び一般管理費 ※1
 422,128

営業損失（△） △520,786

営業外収益

受取利息 24,481

受取配当金 8,855

複合金融商品評価益 807

その他 7,135

営業外収益合計 41,280

営業外費用

固定資産除却損 541

その他 1,967

営業外費用合計 2,508

経常損失（△） △482,014

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,231

特別利益合計 4,231

特別損失

投資有価証券評価損 68,994

特別損失合計 68,994

税引前四半期純損失（△） △546,776

法人税、住民税及び事業税 9,000

法人税等調整額 △156,243

法人税等合計 △147,243

四半期純損失（△） △399,533
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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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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（△） △704,929

減価償却費 289,197

減損損失 39,294

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,574

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,400

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,000

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） 425,530

受取利息及び受取配当金 △130,417

投資有価証券売却損益（△は益） 1,029

投資有価証券評価損益（△は益） 117,499

複合金融商品評価損益（△は益） 16,747

会員権償還損益（△は益） △13,572

有形固定資産売却損益（△は益） △792

売上債権の増減額（△は増加） 1,097,853

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,883,387

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,458

仕入債務の増減額（△は減少） 1,518,232

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,274,648

その他 95,921

小計 △6,806

法人税等の支払額 △57,456

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,262

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 △120,000

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 △155,233

有形固定資産の売却による収入 1,000

会員権の償還による収入 20,125

有価証券の取得による支出 △9,369,468

有価証券の売却による収入 10,592,481

投資有価証券の取得による支出 △309,088

投資有価証券の売却による収入 106,961

貸付けによる支出 △29,990

貸付金の回収による収入 26,490

利息及び配当金の受取額 145,573

その他 △105,694

投資活動によるキャッシュ・フロー 823,157

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 △106,302

配当金の支払額 △145,310

財務活動によるキャッシュ・フロー △251,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 507,282

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 3,249,604
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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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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、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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．貸倒見積額を算定する方

法

　当第３四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

　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】

　　　当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　　　　

　　　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３四半期会計期間末
（平成20年12月31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、9,689,602千円 

　　　である。

※２.　四半期会計期間末日満期手形の会計処理は、手形

　　　　交換日をもって決済処理している。

　　　　なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日

　　　　のため、次の四半期会計期間末日満期手形が当第3

　　　　四半期会計期間期末日残高に含まれている。

　　　　受取手形                  　　　　30,624千円

　　　　支払手形            　　　　　　 763,781千円

　　　　流動負債その他(営業外支払手形）　  9,604千円

※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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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                   405,875千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　      49,826千円　　　　　　

　　　貸倒引当金繰入額　　　　　　　　　 4,574千円

　

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。

　

　

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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              　　 131,816千円

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　  22,916千円　　　　　　

　　　貸倒引当金繰入額　　　　　　　　 　1,874千円

　

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。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(千円）

　現金預金勘定　　　　　　　　　          3,189,723　  預入期間が

3ヶ月を超える定期預金          △40,000

  取得日から3ヶ月以内に償還期限の

　到来する短期投資(有価証券)                 99,881

　　　　　　計       　　　　　　　       3,249,604  
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

12月31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　 2,267,421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３四半期会計期間末（平成20年12月31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３四半期会計期間末（平成20年12月31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）

　当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期会計期間（自　平成20年

10月１日　至　平成20年12月31日）

 

　該当事項なし。

　

　

　

　

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 769.39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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △21.32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。

１株当たり四半期純損失金額 △13.97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、以下のとおりである。

　
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（純損失△）（千円） △614,501 △399,533

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利益（純損失△）

（千円）
△614,501 △399,533

期中平均株式数（株） 28,820,623 28,579,507

（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3四半期会計期間（自　平成20年10月1日　至　平成20年12月31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】

　該当事項なし。
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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21年 2月12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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・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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