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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第43期
第１四半期
累計(会計)期間

第42期

会計期間

自　平成21年
　　２月１日
至　平成21年
　　４月30日

自　平成20年
　　２月１日
至　平成21年
　　１月31日

売上高 (千円) 1,905,5089,735,832

経常利益 (千円) 99,999 318,681

四半期(当期)純利益 (千円) 60,796 165,585

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ―

資本金 (千円) 456,300 456,300

発行済株式総数 (株) 4,098,0004,098,000

純資産額 (千円) 4,313,1124,300,309

総資産額 (千円) 6,730,4226,512,366

１株当たり純資産額 (円) 1,052.701,049.57

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 14.84 40.41

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) ─ 12.50

自己資本比率 (％) 64.1 66.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 172,318 853,103

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △15,669△234,111

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △87,300△155,895

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,704,7871,635,438

従業員数 (名) 173 173

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間にかかる主要な経常指標等の推移

については、記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、持分法の対象となる重要な関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

　

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ありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年４月30日現在

従業員数(名) 173

(注) 従業員数は就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は生産実績を定義することが困難であるため生産実績の記載はありません。

　

(1) 受注工事高実績

当第１四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

特殊土木工事 977,072 2,323,536

住宅地盤改良工事 912,962 51,675

合計 1,890,0342,375,211

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 完成工事高実績

当第１四半期会計期間における完成工事実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別の名称 完成工事高(千円)

特殊土木工事 994,185

住宅地盤改良工事 911,323

合計 1,905,508

(注) １ 当第１四半期会計期間において完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 完成工事高にかかる季節的変動について

当社の完成工事高は、通常の営業形態として、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ります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に大きく反映し、企業収益

の低下や個人消費の後退が顕著になり、景気減速感が一段と強まることとなりました。

建設業界におきましては民間建設投資の柱となる住宅建設投資は、先行不透明感により消費マインド

が後退するなど、より厳しい受注環境のなかで推移いたしました。

また、公共建設投資は国、地方ともに縮減傾向に変化なく、価格競争は一層厳しくなり、ともに厳しい経

営環境のなかで推移いたしました。

このような状況のなかで、当社は、主力事業のほか耐震補強となる液状化防止工事や建物の矯正工事に

も営業力を集中させ、一方、積極的に競争入札に参加、元請受注により採算性の高い営業を展開いたしま
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した。

この結果、第１四半期売上高は19億５百万円(前年同四半期比12.9％減)、営業利益は92百万円(前年同

四半期比1.1％増)、経常利益は99百万円(前年同四半期比6.2％増)、四半期純利益は60百万円(前年同四半

期比19.3％減)となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ69百万円増加し、17億４

百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は１億72百万円(前第１四半期会計期間３億91百万円収入)となりまし

た。この主な要因は未成工事受入金の増加及び税引前四半期純利益によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は15百万円(前第１四半期会計期間１億37百万円の支出)となりました。

この主な要因は有形固定資産の取得によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は87百万円(前第１四半期会計期間86百万円の支出)となりました。この

主な要因は長期借入金の返済及び配当金の支払いによるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期会計期間の研究開発費の総額は15百万円であります。
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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ありません。

　

　

(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

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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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 14,000,000

計 14,000,000

　

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21年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年６月11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 4,098,000 4,098,000
ジャスダック証券取

引所
単元株式数　1,000株

計 4,098,000 4,098,000― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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21年２月１日～
平成21年４月30日

─ 4,098 ─ 456,300 ─ 340,700

　

(5) 【大株主の状況】

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おりません。
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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ず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年１月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年１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) ─ ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式4,094,000 4,094 ─

単元未満株式 普通株式4,000 ― ─

発行済株式総数 4,098,000― ―

総株主の議決権 ― 4,094 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式796株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年１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(％)

(自己保有株式)
太洋基礎工業株式会社

名古屋市中川区柳森町107 796 ─ 796 0.0

計 ― 796 ─ 796 0.0

　

　

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21年
２月

　
３月

　
４月

最高(円) 235 245 239

最低(円) 220 238 230

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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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)に準じて記載しております。

なお、第１四半期期間(平成21年２月１日から平成21年４月30日まで)から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令第50号)附則第６条

第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則を早期適用しております。

　

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21年２月１日か

ら平成21年４月30日まで)に係る四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けて

おります。

　

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理

的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

①　資産基準 0.6％

②　売上高基準 1.6％

③　利益基準 0.6％

④　利益剰余金基準 2.8％

※　会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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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21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,016,787 1,947,438

受取手形 491,609 386,803

完成工事未収入金 1,050,626 1,106,580

未成工事支出金 885,726 783,402

その他 93,291 76,747

貸倒引当金 △72,187 △70,205

流動資産合計 4,465,854 4,230,767

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※１
 299,596

※１
 304,303

機械及び装置 ※１
 497,996

※１
 515,976

土地 991,730 991,730

その他 ※１
 8,297

※１
 13,938

有形固定資産合計 1,797,621 1,825,948

無形固定資産 8,371 8,646

投資その他の資産

投資有価証券 248,049 238,643

破産更生債権等 140,304 141,702

その他 291,329 289,165

貸倒引当金 △221,109 △222,507

投資その他の資産合計 458,574 447,004

固定資産合計 2,264,568 2,281,599

資産合計 6,730,422 6,512,366

負債の部

流動負債

支払手形 449,100 614,470

工事未払金 546,501 561,964

1年内返済予定の長期借入金 128,776 140,326

未払法人税等 60,281 49,317

未成工事受入金 708,002 268,740

賞与引当金 72,753 33,069

役員賞与引当金 6,849 27,400

その他 165,415 205,391

流動負債合計 2,137,680 1,900,678

固定負債

長期借入金 90,023 119,207

退職給付引当金 109,326 104,361

役員退職慰労引当金 80,280 87,810

固定負債合計 279,629 311,378

負債合計 2,417,310 2,212,057
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単位：千円

当第１四半期会計期間末
(平成21年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 456,300 456,300

資本剰余金 340,700 340,700

利益剰余金 3,514,095 3,504,513

自己株式 △290 △290

株主資本合計 4,310,804 4,301,223

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,307 △913

評価・換算差額等合計 2,307 △913

純資産合計 4,313,112 4,300,309

負債純資産合計 6,730,422 6,512,366
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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21年２月１日
　至 平成21年４月30日)

完成工事高 1,905,508

完成工事原価 1,651,144

完成工事総利益 254,363

販売費及び一般管理費 ※２
 161,788

営業利益 92,575

営業外収益

受取利息 216

その他 9,277

営業外収益合計 9,494

営業外費用

支払利息 1,102

その他 967

営業外費用合計 2,070

経常利益 99,999

特別利益

受取保険金 1,500

特別利益合計 1,500

特別損失

固定資産除却損 35

固定資産売却損 ※３
 1,424

特別損失合計 1,460

税引前四半期純利益 100,039

法人税、住民税及び事業税 58,313

法人税等調整額 △19,071

法人税等合計 39,242

四半期純利益 60,796
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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21年２月１日
　至 平成21年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 100,039

減価償却費 47,735

貸倒引当金の増減額（△は減少） 583

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,683

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,551

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,965

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,530

受取利息及び受取配当金 △216

支払利息 1,102

有形固定資産売却損益（△は益） 1,460

受取保険金 △1,500

売上債権の増減額（△は増加） △48,852

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,316

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,398

仕入債務の増減額（△は減少） △180,832

未成工事受入金の増減額（△は減少） 439,262

その他 △57,327

小計 217,105

利息及び配当金の受取額 216

利息の支払額 △1,102

保険金の受取額 1,500

法人税等の支払額 △45,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 172,318

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 △70,000

定期預金の払戻による収入 70,000

有形固定資産の取得による支出 △18,446

投資有価証券の取得による支出 △2,833

会員権の売却による収入 5,550

その他 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △40,734

配当金の支払額 △46,566

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69,349

現金及び現金同等物の期首残高 1,635,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,704,787
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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１四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　企業会計基準第９号(平成18年７月５日))を当第
１四半期会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定しております。

２　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、事業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。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第１四半期累計期間

(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社機械及び装置については、従来耐用年数を５～15年としておりましたが、当第１四半期会計期間より６年に変

更いたしました。

この変更は、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日法律第23号)及び(所得税法等

の一部を改正する法律附則第119条の２の規定による経過措置を定める政令　平成20年４月31日政令第164条))に

より、耐用年数を見直した結果によるものであります。

これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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21年４月30日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

※１有形固定資産の減価償却累計額 ※１有形固定資産の減価償却累計額

3,773,554千円 3,734,855千円

　

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日 
  至　平成21年４月30日)

　１当社の完成工事高は、通常の営業形態として、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

的変動があります。

※２販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。

従業員給料手当 46,302千円

試験研究費 15,895

賞与引当金繰入額 7,776

役員賞与繰入金 5,376

役員退職引当金繰入 2,470

退職給付費用 1,805

貸倒引当金繰入 1,460

※３固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 1,424千円

 

　

(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21年２月１日 
  至　平成21年４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21年４月30日)

現金及び預金 2,016,787千円

預入期間が３か月超の定期預金 △312,000

現金及び現金同等物 1,704,787
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成21年４月30日)及び当第１四半期累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21

年４月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 4,098,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 796

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 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21年４月24　
日
定時株主総会

普通株式 51,21512円50銭平成21年１月31日 平成21年４月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当第１四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動

が認められないため記載しておりません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額は前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

　

　

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

　

　

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

　

　

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

　

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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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21年４月30日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

　 　

　 1,052.70円
　

　 　

　 1,049.57円
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日 
  至　平成21年４月30日)

１株当たり四半期純利益 14.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─　円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成21年２月１日 
  至　平成21年４月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 60,796

普通株式に係る四半期純利益(千円) 60,796

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,097

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

太洋基礎工業株式会社(E00287)

四半期報告書

18/20



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年６月11日

太洋基礎工業株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　佐　　藤　　　　　孝　　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　村　　哲　　也　　

　

　

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」に掲げられている太洋

基礎工業株式会社の平成21年2月1日から平成22年1月31日までの第43期事業年度の第1四半期累計期間（平成

21年2月1日から平成21年4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、太洋基礎工業株式会社の平成21年4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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

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ません。
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