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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

前第３四半期
累計期間

第57期
当第３四半期
累計期間

第56期
前第３四半期
会計期間

第57期
当第３四半期
会計期間

第56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21年
４月１日
至平成21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21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 9,144 9,362 2,859 4,191 18,600　

経常利益（損失△）（百万円） △564 △128 △482 107 279

四半期（当期）純利益（純損失

△）（百万円）
△614 △286 △399 43 △192

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 5,907

発行済株式総数（千株） － － 30,846 30,846 30,846

純資産額（百万円） － － 21,988 22,135 22,589

総資産額（百万円） － － 33,031 31,154 30,245

１株当たり純資産額（円） － － 769.39 774.68 790.48

１株当たり四半期（当期）純利益

（純損失△）（円）
△21.32 △10.03 △13.97 1.51 △6.68

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） － － － － 3.00

自己資本比率（％） － － 66.56 71.04　 74.68

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△64 749 － － 147

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
823 △939 － － 1,655

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△251 △95 － － △255

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 3,249 4,004 4,290

従業員数（人） － － 380 380 368

（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、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有又は
被所有割合

(％)
関係内容

（非連結子会社）
　
 Jafec USA,Inc.
　

米国ネバダ州 36 建設業
100
　
役員の兼任２名
　

 

 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 380 [27]

(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

前第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 1,8133,496 1,4262,07056.81,1771,709

ダム基礎工事 1,675 1,0362,712 765 1,94645.2 879 677

アンカー工事 1,829 2,0473,876 2,0491,82658.11,0622,364

重機工事 218 1,3641,583 885 69748.2 336 1,187

注入工事 3,160 4,1877,348 1,9475,40160.73,2804,561

維持修繕工事 150 265 416 329 8737.8 33 350

環境保全工事 324 417 742 224 51857.5 298 416

その他土木工事 1,044 1,1132,158 981 1,17666.7 785 1,224

建設コンサル・

地質調査
235 721 957 534 42247.4 200 623

計 10,32312,96923,2929,14414,14756.98,05413,116

　

当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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 1,780 2,6384,419 1,9252,49443.71,0902,284

ダム基礎工事 2,269 616 2,885 402 2,48352.21,298 867

アンカー工事 1,381 1,9593,340 1,4301,91035.7 683 1,860

重機工事 701 1,2541,956 1,404 55233.5 185 1,489

注入工事 1,854 2,8704,724 2,0672,65731.2 829 2,132

維持修繕工事 20 852 873 404 4693.9 18 405

環境保全工事 314 541 856 328 52753.0 279 461

その他土木工事 315 1,4461,762 1,011 75041.3 310 1,179

建設コンサル・

地質調査
325 532 857 388 46866.5 312 515

計 8,96412,71221,6769,36212,31440.65,00811,197

　

EDINET提出書類

日本基礎技術株式会社(E00204)

四半期報告書

 4/34



　　前事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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 1,682 2,7684,451 2,6701,78040.5 722 2,499

ダム基礎工事 1,675 1,7333,408 1,1392,26936.7 833 1,003

アンカー工事 1,829 2,9324,761 3,3791,38118.3 253 2,884

重機工事 218 2,1212,340 1,638 70114.1 99 1,703

注入工事 3,160 4,6677,827 5,9731,85444.5 826 6,133

維持修繕工事 150 327 478 457 2086.2 17 462

環境保全工事 324 437 762 447 31446.5 146 488

その他土木工事 1,044 1,3322,377 2,061 31525.5 80 1,600

建設コンサル・

地質調査
235 922 1,157 832 32557.0 185 907

計 10,32317,24227,56518,6008,96435.33,16517,683

　（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

賃貸収入額として前第３四半期累計期間に132百万円、当第３四半期累計期間に138百万円、前事業年度に175

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）

前第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

当第３四半期会計期間

（自　平成21年10月１日

至　平成21年12月31日）

法面保護工事 906 12 919

ダム基礎工事 223 0 223

アンカー工事 454 149 604

重機工事 164 102 266

注入工事 264 1,069 1,334

維持修繕工事 240 18 258

環境保全工事 114 40 155

その他土木工事 377 50 428

建設コンサル・地

質調査
94 49 144

計 2,841 1,492 4,334

　（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、前第３四半期会計期間に

　　44百万円、当第３四半期会計期間に45百万円が含まれている。 
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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）

前第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

当第３四半期会計期間

（自　平成21年10月１日

至　平成21年12月31日）

法面保護工事 812 32 844

ダム基礎工事 116 0 116

アンカー工事 381 80 461

重機工事 262 417 680

注入工事 326 666 992

維持修繕工事 19 289 308

環境保全工事 48 92 140

その他土木工事 489 37 527

建設コンサル・地

質調査
64 54 119

計 2,520 1,671 4,191

　（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、前第３四半期会計期間に

　　44百万円、当第３四半期会計期間に45百万円が含まれている。

　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21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 2,316 177 2,494

ダム基礎工事 2,483 0 2,483

アンカー工事 1,298 612 1,910

重機工事 326 225 552

注入工事 1,078 1,578 2,657

維持修繕工事 226 242 469

環境保全工事 272 254 527

その他土木工事 678 72 750

建設コンサル・地質調査 460 8 468

計 9,142 3,172 12,314

　　（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【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。また、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについて重要な変更はない。 
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３【経営上の重要な契約等】

    特記事項なし。

 

 

 

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(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、一部では政府の追加経済対策や金融緩和策、中国・アジアの一部を中

心にした景気拡大に支えられ、景気がようやく持ち直しの動きを見せ始めたところにデフレ・円高の影響を受け需要

不足が膨らみ、景気回復は緩やかなものに留まり、依然として厳しい状況で推移している。

　この間、建設業界においても、企業の設備投資抑制や不動産投資の減少、また公共事業の削減等により受注環境は依

然として極めて厳しい状況にあり、先行き不透明な状況が続いている。

　かかる中、当社においては、昨年度からスタートした中期経営計画（３ヵ年計画）における安定した収益基盤を構築

してゆくための施策の一環として、平成21年10月に米国ネバダ州に現地法人を設立した。今後、海外工事への参入を図

り、事業領域拡大ならびに受注量の確保および収益力の改善に努めていく所存である。　

　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41億91百万円（前年同期比13億32 

百万円増）となった。また、利益については、営業利益46百万円（前年同期は５億20百万円の損失）、経常利益１億7百

万円（前年同期は４億82百万円の損失）、四半期純利益43百万円（前年同期は３億99百万円の損失）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、第2四半期末に比べ1億24百万円増加し、当第3四半期会計

　期間末には40億4百万円となった。

　　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、60百万円の支出(前年同期比2億64百万円

　支出の減少)となった。

    これは、仕入債務の増加によるキャッシュ・フローが5億34百万円増加(前年同期比4億48百万円減少)したことの

　他、未成工事収支に係るキャッシュ・フローが1億51百万円増加(前年同期比13億40百万円増加)したものの、売上

　債権の増加によるキャッシュ・フローが10億2百万円減少(前年同期比9億19百万円減少)したこと等によるキャッシ

　ュ・フロー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、1億88百万円の収入(前年同期比3億79百万

　円減少)となった。

    これは、有価証券および投資有価証券の取得・売却によるキャッシュ・フローが1億31百万円の収入(前年同期比

　4億83百万円収入減少)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・フローは、4百万円の支出(前年同期比3百万円支出増

　加)となった。

 

(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東日本機材センターの機械装置（ＢＧ

機リニューアル）45百万円の購入予定時期を、平成22年2月から平成22年3月に変更した。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21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年２月15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21年10月1日～

平成21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21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21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  2,272,300　

　
－ 　単元株式数100株

完全議決権株式（その他）
 普通株式 28,453,900 

　
284,539　       同上

単元未満株式  普通株式    120,200 － 　        －

発行済株式総数 　　30,846,400 －  －

総株主の議決権 － 284,539  －

　（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、1,700株（議決権の数17個）含まれて

いる。

 

②【自己株式等】

 平成21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
2,272,300－ 2,272,300 7.3

計 － 2,272,300－ 2,272,300 7.3
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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
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 220 227 254 263 265 249 228 204 204

最低（円） 180 196 209 226 239 221 196 176 178

　（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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。　

（１）役職の異動　

新役名 新職名 旧役名　 旧職名　 氏名　 異動年月日　

取締役執行役員　 －　 取締役執行役員　
技術本部副本部長

　
西田勇二　 平成22年１月８日　
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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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成している。

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、前第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）及び前第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

表並びに当第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21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

　四半期連結財務諸表の用語、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、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を防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21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,344,498 4,330,034

受取手形・完成工事未収入金 ※3
 4,577,784 5,929,006

有価証券 6,821,759 5,055,576

未成工事支出金 ※2
 4,831,585 3,041,056

材料貯蔵品 99,442 107,399

その他 782,243 439,749

貸倒引当金 △31,000 △29,000

流動資産合計 19,426,314 18,873,824

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,235,282

※1
 1,332,818

土地 2,340,127 2,395,690

その他（純額） ※1
 784,951

※1
 900,200

有形固定資産計 4,360,361 4,628,710

無形固定資産 110,121 89,844

投資その他の資産

投資有価証券 5,735,066 4,872,415

その他 1,567,742 1,913,885

貸倒引当金 △44,673 △133,399

投資その他の資産計 7,258,135 6,652,901

固定資産合計 11,728,618 11,371,457

資産合計 31,154,933 30,245,282

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 ※3
 3,635,362 3,612,775

未払法人税等 750 106,578

未成工事受入金 3,180,923 1,666,777

完成工事補償引当金 1,000 1,000

賞与引当金 65,000 136,000

工事損失引当金 ※2
 63,616 67,936

訴訟損失引当金 37,925

その他 ※3
 968,234 913,694

流動負債合計 7,914,887 6,542,687

固定負債

退職給付引当金 747,956 777,460

その他 356,686 336,131

固定負債合計 1,104,643 1,113,591

負債合計 9,019,530 7,656,279
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21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 14,405,302 14,777,664

自己株式 △884,679 △884,185

株主資本合計 24,940,745 25,313,601

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △397,087 △316,342

土地再評価差額金 △2,408,255 △2,408,255

評価・換算差額等合計 △2,805,343 △2,724,598

純資産合計 22,135,402 22,589,003

負債純資産合計 31,154,933 30,245,282
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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）

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

売上高 9,144,957 9,362,233

売上原価 8,549,502 8,408,853

売上総利益 595,455 953,380

販売費及び一般管理費 ※1
 1,283,952

※1
 1,238,805

営業損失（△） △688,496 △285,424

営業外収益

受取利息 102,818 105,041

その他 49,060 77,148

営業外収益合計 151,879 182,190

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 13,001

貸倒引当金繰入額 9,016

その他 5,672 3,129

営業外費用合計 28,313 25,147

経常損失（△） △564,931 △128,381

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,000 10,058

会員権償還益 13,587

その他 208 2,491

特別利益合計 16,795 12,550

特別損失

投資有価証券評価損 117,499 21,733

固定資産売却損 3,472

減損損失 39,294 10,449

その他 2,614

特別損失合計 156,794 38,270

税引前四半期純損失（△） △704,929 △154,102

法人税、住民税及び事業税 30,000 29,000

法人税等調整額 △120,428 103,531

法人税等合計 △90,428 132,531

四半期純損失（△） △614,501 △286,633
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 2,859,136 4,191,550

売上原価 2,957,794 3,729,185

売上総利益 △98,657 462,364

販売費及び一般管理費 ※1
 422,128

※1
 416,325

営業利益又は営業損失（△） △520,786 46,039

営業外収益

受取利息 24,481 33,588

受取配当金 8,855 7,370

複合金融商品評価益 807 16,583

その他 7,135 13,245

営業外収益合計 41,280 70,788

営業外費用

固定資産除却損 541

貸倒引当金繰入額 9,016

その他 1,967 301

営業外費用合計 2,508 9,318

経常利益又は経常損失（△） △482,014 107,509

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,231

固定資産売却益 1,678

特別利益合計 4,231 1,678

特別損失

投資有価証券評価損 68,994 19,633

固定資産売却損 2,820

その他 364

特別損失合計 68,994 22,818

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △546,776 86,368

法人税、住民税及び事業税 9,000 9,000

法人税等調整額 △156,243 34,000

法人税等合計 △147,243 43,000

四半期純利益又は四半期純損失（△） △399,533 43,367
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 △154,102

減価償却費 289,197 302,474

減損損失 39,294 10,449

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,574 △86,725

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,276 △29,503

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 △71,000

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 △4,320

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △37,925

受取利息及び受取配当金 △130,417 △138,325

有価証券売却損益（△は益） － △16,196

投資有価証券売却損益（△は益） 1,029 △4,657

投資有価証券評価損益（△は益） 117,499 21,733

複合金融商品評価損益（△は益） 16,747 13,001

会員権売却損益（△は益） － 56

会員権償還損益（△は益） △13,572 －

有形固定資産売却損益（△は益） △792 1,218

売上債権の増減額（△は増加） 1,097,853 1,453,851

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,883,387 △1,790,528

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,458 7,957

仕入債務の増減額（△は減少） 1,518,232 22,586

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,274,648 1,514,146

その他 95,921 △233,567

小計 △6,806 780,623

法人税等の支払額 △57,456 △30,922

営業活動によるキャッシュ・フロー △64,262 749,701

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 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 220,000

有形固定資産の取得による支出 △155,233 △75,454

有形固定資産の売却による収入 1,000 84,885

会員権の売却による収入 － 346

会員権の償還による収入 20,125 7

有価証券の取得による支出 △9,369,468 △9,630,474

有価証券の売却による収入 10,592,481 9,356,687

投資有価証券の取得による支出 △309,088 △1,456,203

投資有価証券の売却による収入 106,961 512,907

貸付けによる支出 △29,990 △33,000

貸付金の回収による収入 26,490 22,938

利息及び配当金の受取額 145,573 140,602

その他 △105,694 △62,885

投資活動によるキャッシュ・フロー 823,157 △939,642
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（単位：千円）

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 － △9,453

自己株式の取得による支出 △106,302 △413

配当金の支払額 △145,310 △85,727

財務活動によるキャッシュ・フロー △251,612 △95,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 507,282 △285,536

現金及び現金同等物の期首残高 2,742,321 4,290,034

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,249,604 4,004,498
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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21年４月１日
至　平成21年12月31日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期大型工事（工事1年以

上、かつ請負金額3億円以上）については工事進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用していたが、第1四半期会計期間から「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年

12月27日）が適用されたことに伴い、第1四半期会計期間に着手した工事契約

から当第3四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用している。

　なお、平成21年3月31日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事

（工期1年以上、かつ請負金額3億円以上）については該当工事はないが、その

他の工事については工事完成基準を引き続き適用している。

　これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第3四半期累計期間に係る完

成工事高は2,046百万円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失

が、それぞれ141百万円減少している。　　

【表示方法の変更】

当第３四半期累計期間
（自　平成２１年４月１日
至　平成２１年12月31日）

　（四半期損益計算書関係）

　　・前第3四半期累計期間において区分掲記していた「固定資産除却損」は、営業外費用総額の100分の20以下となった

ため、当第3四半期累計期間から、営業外費用の「その他」に含めて表示することとした。なお、当第3四半期累計期

間の「固定資産除却損」は953千円である。

　

当第３四半期会計期間
（自　平成２１年10月１日
至　平成２１年12月31日）

　（四半期損益計算書関係）

　　・前第3四半期会計期間において区分掲記していた「固定資産除却損」は、営業外費用総額の100分の20以下となった

ため、当第3四半期会計期間から、営業外費用の「その他」に含めて表示することとした。なお、当第3四半期会計期

間の「固定資産除却損」は240千円である。
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

  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21年４月１日　至　平成21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21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、9,770,983千円で

ある。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、9,672,330千円で

ある。

　

※２．損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

出金と工事損失引当金は、相殺せず両建てで表示し

ている。損失の発生が見込まれる工事契約のうち、

工事損失引当金に対応する額は33,891千円である。

　　

※３.　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 45,727千円

支払手形 393,752千円

流動負債その他(営業外支払手形） 1,361千円

　

（四半期損益計算書関係）

前第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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※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

従業員給与手当 408,939千円

賞与引当金繰入額 44,117千円

貸倒引当金繰入額 2,000千円

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。

　

同　左　

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21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。

※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

従業員給与手当 138,849千円

賞与引当金繰入額 22,165千円

貸倒引当金繰入額 7,000千円

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。

　

同　左　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

現金預金勘定 2,344,498　

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) 1,700,000

計 4,004,498
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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　 2,272,841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21年６月26日

定時株主総会
普通株式 85,727 3.0平成21年３月31日平成21年６月29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21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21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21年4月１日　至　平成21年12月31日）および当第３四半期会計期間（自　

　平成21年10月１日　至　平成21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３四半期累計期間（自　平成21年4月１日　至　平成21年12月31日）および当第３四半期会計期間（自　平成

21年10月１日　至　平成21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21年12月31日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 774.68円 １株当たり純資産額 790.48円

２．１株当たり四半期純損失金額

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

１株当たり四半期純損失金額 △21.32円 １株当たり四半期純損失金額 △10.03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。

　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。

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

四半期純利益（純損失△）（千円） △614,501 △286,633

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 △286,633

期中平均株式数（株） 28,820,623 28,574,354

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △13.97円 １株当たり四半期純利益金額 1.51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。

　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益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

四半期純利益（純損失△）（千円） △399,533 43,367

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）
△399,533 43,367

期中平均株式数（株） 28,579,507 28,573,896

（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21年10月1日　至　平成21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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22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21年４月１日から平成22年３月31日までの第57期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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