
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成21年２月13日

【四半期会計期間】 第61期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

【会社名】 株式会社ピーエス三菱

【英訳名】 P.S.Mitsubishi Construction Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　勝木　恒男

【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海二丁目５番２４号

【電話番号】 （０３）６３８５－９１１１（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長　　松本　俊章

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海二丁目５番２４号

【電話番号】 （０３）６３８５－９１１１（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長　　松本　俊章

【縦覧に供する場所】 株式会社ピーエス三菱首都圏建築支社横浜支店

（横浜市中区不老町二丁目８番地）

株式会社ピーエス三菱東日本支社名古屋支店

（名古屋市中区丸の内一丁目17番19号）

株式会社ピーエス三菱西日本支社大阪支店

（大阪市北区天満橋一丁目８番30号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

EDINET提出書類

株式会社ピーエス三菱(E01161)

四半期報告書

 1/24



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61期
第３四半期
連結累計期間

第61期
第３四半期
連結会計期間

第60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） 72,435 26,178 130,581

経常利益又は経常損失（△）（百

万円）
△585 326 △2,966

四半期（当期）純利益又は四半期

（当期）純損失（△）（百万円）
△91 415 △3,829

純資産額（百万円） － 14,504 14,525

総資産額（百万円） － 113,000 108,758

１株当たり純資産額（円） － 361.53 361.76

１株当たり四半期（当期）純利益

又は四半期（当期）純損失（△）

金額（円）

△2.82 12.81 △118.17

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 12.8 13.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△2,653 － △6,467

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
256 － 3,121

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△900 － 6,708

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 10,906 14,230

従業員数（人） － 1,770 1,959

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第61期第３四半期連結累計期間及び第60期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額については、四半期（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。　

４．第61期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希

薄化効果を有している潜在株式が存在し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３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,770  

（注）　従業員数は就業人員であります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,277  

（注）　従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1)受注実績

区分
当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日
  至　平成20年12月31日)

建設事業(百万円) 30,256

製造事業(百万円) 674

その他の事業(百万円) 287

合計(百万円) 31,218

(2)売上実績

区分
当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日
  至　平成20年12月31日)

建設事業(百万円) 25,216

製造事業(百万円) 674

その他の事業(百万円) 287

合計(百万円) 26,178

（注）１．当社グループ（当社及び連結子会社）では、生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記

載しておりません。

２．当第３四半期連結会計期間において、売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びそ

の割合は、次のとおりであります。

相手先

当第３四半期会計期間

売上高（百万円） 割合（％）

国土交通省 2,658 10.2

(3)売上にかかる季節的変動について

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

結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結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。

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

①　受注高、売上高、繰越高

 期別 種類別 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

(百万円)

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)

土木工事 66,457 45,798 112,256 26,640 85,615

建築工事 47,097 43,553 90,651 36,593 54,057

工事計 113,555 89,351 202,907 63,233 139,673

製品 2,699 1,337 4,037 2,408 1,628

不動産事業 － 38 38 38 －

兼業計 2,699 1,376 4,076 2,447 1,628

合計 116,255 90,728 206,983 65,681 141,302

（注）１．前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高にその

増減を含んでおります。従って、期中完成工事高にもこのような増減が含まれます。

２．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）であります。
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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)

土木工事 7,309 10,120 17,430

建築工事 525 10,538 11,064

計 7,835 20,659 28,494

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)

土木工事 5,637 5,144 10,781

建築工事 216 11,563 11,779

計 5,853 16,707 22,561

（注）１．完成工事高のうち請負工事５億円以上の主なものは、次のとおりであります。

独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構　 東北幹、青森地区軌道スラブ製運工事

国土交通省　 福岡３号　水谷高架橋上部工工事

独立行政法人　労働者健康福祉機構 和歌山労災病院本館建築工事

ルートイン開発㈱ ホテルルートイン相模原新築工事

有楽土地㈱　 オーベル石神井公園新築工事　

２．当第３四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以上の相手先別の完成工事高及

びその割合は、次のとおりであります。

相手先

当第３四半期会計期間

完成工事高（百万円） 割合（％）

国土交通省 2,658 11.8

④　手持工事高（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）

土木工事 63,852 21,762 85,615

建築工事 4,654 49,403 54,057

計 68,506 71,166 139,673

（注）手持工事のうち請負金額10億円以上の主なもの

国土交通省 さがみ縦貫相模川渡河部上部工事 平成21年３月完成予定

中日本高速道路㈱ 第二東名高速道路上伊佐布第一高架橋(PC上部工）下り線工事 平成21年３月完成予定

東日本高速道路㈱ 首都圏中央連絡自動車道小野橋工事 平成21年11月完成予定

㈱ダイトーコーポレーション (仮称)ダイトーコーポレーション南本牧倉庫新築計画 平成21年３月完成予定

㈱尾上機械 とかち飼料㈱本社工場新設工事 平成22年９月完成予定
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、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】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。　

(1）業績の状況　

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題に端を発した世界的な金融危機か

ら株式、為替市場の急激な変動、さらには企業収益の大幅な減少、雇用情勢の悪化などにより景気後退が一段と深刻に

なっています。

　建設業界におきましても、国並びに地方自治体の財政状況は相変わらず厳しく、公共投資も総じて低調に推移してい

るほか、民間建設投資についても景気の減速による住宅需要の低迷や企業の設備投資の減少、さらに、不動産市場の急

速な環境悪化により建設、不動産業の相次ぐ破たんなど、業界全体として、非常に厳しい経営環境が続いております。

　このような経済状況のもとで、当社グループはＰＣ（プレストレストコンクリート）技術を柱とした総合建設業と

して、高強度、高品位、高耐久性、高耐震性に優れたＰＣ技術を建築や一般土木へ応用するシナジープロジェクトを強

力に押し進めるとともに、「受注管理」「原価管理」「購買管理」「資金管理」を一層強化し期首の経営目標達成を

目指しております。

　当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高261億円78百万円、営業利益５億34百万円、経常利益３億26百万円、四半

期純利益４億15百万円となりました。

なお、当社グループの主たる事業であります建設事業の売上高は、通常の営業形態として下半期、特に第４四半期に完

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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、109億６百万円となり

ました。　　　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動の結果、支出した資金は38億74百万円となりました。これは主にたな卸資産の増加額が未成工事受入金の増

加額を上回ったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

投資活動の結果、支出した資金は70百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が有形固定資産

の売却による収入を上回ったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

財務活動の結果、得られた資金は44億99百万円となりました。これは主に短期借入金の純増加によるものでありま

す。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末と比べ５億50百

万円の増加となりました。　　　

(3）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の金額は、95百万円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はなく、また、新たに生じ

た重要な対処すべき課題はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、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３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であっ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、拡充、改修、除却、売却等の計画

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 102,500,000

第一種後配株式 7,500,000

計 110,000,000

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 32,537,429 32,537,429
東京証券取引所

市場第一部

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式

単元株式数

100株

第一種後配株式 7,500,000 7,500,000 非上場・非登録

(注)

単元株式数

100株

計 40,037,429 40,037,429 － －

（注）第一種後配株式の内容

１．議決権

第一種後配株式は全て議決権を有しております。

２．配当

①平成17年３月期までは、利益配当は行いません。
②平成18年３月期以降、普通株式に対して１株につき年12円以上の利益配当または剰余金の配当をする場合は、後配　
　

株式１株につき年24円の利益配当または剰余金の配当を行います。
３．取得の請求

①株主のオプション

イ）取得を請求し得べき期間

平成17年７月31日以降
ロ）取得の条件

普通株式の時価が800円以上になった場合
ハ）取得株式数

取得株式数＝ (400円÷取得時期における時価) ×２× (１＋0.014)
ｎ
　 ※

但し、後配株式１株につき交付される普通株式は１株を下回らず、２株を上回らないものとします。

※時価は取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値とします。
※ｎは平成14年７月31日から取得を請求する日までに経過した満年数（１年未満は切捨て）とします。
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②会社のオプション

イ）取得の請求

ａ）取得時期

平成17年７月31日以降
ｂ）取得の条件

普通株式の時価が800円以上になった場合
ｃ）取得株式数

取得株式数＝ (400円÷取得時期の時価) ×２× (１＋0.014)
ｎ
　 ※

但し、後配株式１株につき交付される普通株式は１株を下回らず、２株を上回らないものとします。

※時価は取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値とします。
※ｎは平成14年７月31日から取得を請求する日までに経過した満年数（１年未満は切捨て）とします。

ロ）取得

ａ）可能期間

平成18年７月31日以降
ｂ）取得の条件

800円× (１＋0.014)
ｎ
　 ※

ｃ）取得可能株式数

後配株式の全部又は一部を取得することができます。

※ｎは平成14年７月31日から取得する日までに経過した満年数（１年未満は切捨て）とします。
③その他の場合における取得

後配株式は、平成24年７月31日以降、以下の算式により普通株式を株主に交付するのと引換えに取得できます。
取得株式数＝（400円÷取得時期の時価）×2.30
但し、後配株式１株につき交付される普通株式は１株を下回らず、２株を上回らないものとします。

④普通株式への転換または取得と配当

　①、②または③により、後配株式の取得と引換えに交付された普通株式に対する最初の期末配当金または中間配当

金は、転換の請求、一斉転換、取得の請求又は一斉取得が４月１日から９月30日までになされたときは４月１日に、
10月１日から３月31日までになされたときは10月１日に、それぞれ転換または取得があったものとみなしてこれを
支払います。

（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
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年10月１日～

平成20年12月31日
－ 40,037,429 － 4,218 － 8,110

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、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おりませ

ん。　
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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
ております。

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）

（自己保有株式）

普通株式

134,700

－

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

単元株式数　100株

完全議決権株式（その他）

普通株式

32,355,900

　

323,538

　

同上

第一種後配株式

7,499,800

　

74,998

(1)株式の総数等

②発行済株式(注)

に記載のとおり

単元株式数　100株

単元未満株式

　

 普通株式

46,829
－

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式  

１単元(100株)未満の株式

第一種後配株式

200
－　

(1)株式の総数等

②発行済株式(注)

に記載のとおり

１単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 40,037,429 － －

総株主の議決権 － 398,536 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株含まれておりま
す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数21個が含まれておりませ
ん。

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（％）

（自己保有株式）　

株式会社ピーエス三

菱

東京都中央区晴海二

丁目５番24号
134,700 － 134,700 0.34

計 － 134,700 － 134,700 0.34

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） 222 244 586 413 339 285 245 193 285

最低（円） 210 214 221 252 256 215 119 139 165

（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ります。

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、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」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、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）および当第３四半期連結累計期

間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）について、「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７条第１項第５号のただし書きによ

り、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（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

期連結財務諸表について、あずさ監査法人よる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 10,906 14,230

受取手形・完成工事未収入金等 ※4
 35,019

※4
 46,794

未成工事支出金 37,965 17,094

仕掛品 4,084 3,402

その他のたな卸資産 ※1
 478

※1
 362

繰延税金資産 64 9

未収入金 6,405 8,600

その他 951 1,102

貸倒引当金 △149 △257

流動資産合計 95,729 91,338

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 7,537 7,972

機械、運搬具及び工具器具備品 11,147 11,389

土地 9,264 9,615

建設仮勘定 298 69

減価償却累計額 △15,454 △15,837

有形固定資産計 12,792 13,208

無形固定資産 37 34

投資その他の資産

投資有価証券 1,044 1,062

長期貸付金 95 70

破産債権、更生債権等 3,083 3,126

繰延税金資産 279 231

その他 3,136 3,039

貸倒引当金 △3,198 △3,354

投資その他の資産計 4,440 4,177

固定資産合計 17,270 17,420

資産合計 113,000 108,758
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※4
 35,853

※4
 43,866

短期借入金 22,466 23,405

未払法人税等 110 207

未成工事受入金 28,192 13,603

賞与引当金 79 281

完成工事補償引当金 159 140

工事損失引当金 1,490 2,195

その他 3,926 4,183

流動負債合計 92,278 87,883

固定負債

退職給付引当金 3,840 3,888

役員退職慰労引当金 231 311

再評価に係る繰延税金負債 2,115 2,115

その他 28 33

固定負債合計 6,217 6,349

負債合計 98,495 94,232

純資産の部

株主資本

資本金 4,218 4,218

資本剰余金 8,110 8,780

利益剰余金 264 379

自己株式 △59 △59

株主資本合計 12,533 13,319

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 41 50

土地再評価差額金 1,893 1,199

為替換算調整勘定 △42 △133

評価・換算差額等合計 1,892 1,116

少数株主持分 78 90

純資産合計 14,504 14,525

負債純資産合計 113,000 108,758
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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

売上高 ※2
 72,435

売上原価 66,666

売上総利益 5,768

販売費及び一般管理費 ※1
 5,873

営業損失（△） △104

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 14

持分法による投資利益 5

スクラップ売却収入 39

その他 88

営業外収益合計 157

営業外費用

支払利息 286

為替差損 252

その他 99

営業外費用合計 638

経常損失（△） △585

特別利益

固定資産売却益 156

貸倒引当金戻入額 327

その他 128

特別利益合計 611

特別損失

固定資産除却損 9

ゴルフ会員権評価損 11

退職特別加算金 22

その他 4

特別損失合計 48

税金等調整前四半期純損失（△） △22

法人税、住民税及び事業税 177

法人税等調整額 △97

法人税等合計 80

少数株主損失（△） △11

四半期純損失（△） △91
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

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

売上高 ※2
 26,178

売上原価 23,866

売上総利益 2,312

販売費及び一般管理費 ※1
 1,777

営業利益 534

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 7

持分法による投資利益 0

その他 45

営業外収益合計 54

営業外費用

支払利息 108

為替差損 110

その他 43

営業外費用合計 262

経常利益 326

特別利益

固定資産売却益 42

その他 90

特別利益合計 133

特別損失

固定資産除却損 0

ゴルフ会員権評価損 11

退職特別加算金 7

その他 1

特別損失合計 20

税金等調整前四半期純利益 439

法人税、住民税及び事業税 58

法人税等調整額 △28

法人税等合計 30

少数株主損失（△） △6

四半期純利益 415
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純損失（△） △22

減価償却費 413

持分法による投資損益（△は益） △5

投資有価証券評価損益（△は益） 2

特別退職金 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45

受取利息及び受取配当金 △22

支払利息 286

為替差損益（△は益） 214

売上債権の増減額（△は増加） 11,740

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,693

仕入債務の増減額（△は減少） △7,982

未成工事受入金の増減額（△は減少） 14,588

その他 892

小計 △1,612

利息及び配当金の受取額 23

利息の支払額 △286

特別退職金の支払額 △492

法人税等の支払額 △285

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,653

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 △478

有形固定資産の売却による収入 663

貸付けによる支出 △102

貸付金の回収による収入 18

その他 155

投資活動によるキャッシュ・フロー 256

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） △900

自己株式の取得による支出 △0

少数株主への配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △900

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,324

現金及び現金同等物の期首残高 14,230

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 10,906
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【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】

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

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1）連結の範囲の変更　
第１四半期連結会計期間より、グループの再編と集中を
図るため、株式会社秦野製作所は平成20年４月１日付で株
式会社ピーエス機工に吸収合併されたため、連結の範囲か
ら除外しております。なお、株式会社ピーエス機工は株式
会社ピーエスケーに社名を変更しております。また、株式
会社茨城ピー・エスは第２四半期連結会計期間において
清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

(2）変更後の連結子会社の数　
10社　

２．持分法の適用に関する事項の変更 (1）持分法適用関連会社の変更
エー・エム・エンジニアリング株式会社は、第１四半期
連結会計期間において清算結了したため、持分法適用の範
囲から除外しております。　　

(2）変更後の持分法適用関連会社の数　
２社　

３．会計処理基準に関する事項の変更 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　
「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）を第１四半期連結会計期間よ
り適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しておりま
す。
　これにより、当第３四半期連結累計期間の損益に与える
影響はありません。 

(2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関
する当面の取扱い」の適用
第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成にお
ける在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務
対応報告第18号　平成18年５月17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損益に与える影
響はありません。 

(3）リース取引に関する会計基準の適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従
来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており
ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基
準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部
会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号
（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後
開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適
用することができることになったことに伴い、第１四半期
連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売
買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移
転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価
償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース
取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス
・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理を引き続き採用しております。
　この結果、当第３四半期連結累計期間において新たに当
該変更の対象となるリース取引がありませんでしたので、
従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計
期間の損益に与える影響はありません。 
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【簡便な会計処理】

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

１．一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。

２．たな卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関して

は、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸

高を基礎として合理的な方法により算定しております。

３．完成工事補償引当金の算定方法 　当第３四半期連結会計期間末の瑕疵担保等の費用実績率

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瑕疵担保等の費

用実績率等を使用して補償見積高を算定しております。

４．法人税等並びに繰延税金資産及び負債

の算定方法

　法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項

目等を重要なものに限定しております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異

の発生状況等について前連結会計年度末から著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末において使用

した将来の業績予測及びタックス・プランニングを利用

しております。

【追加情報】

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

　（固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機

として見直しを行い、第１四半期連結会計期間より変更しております。

　この結果、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間に与える影響は軽微であ

ります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　その他のたな卸資産の内訳　

商品及び製品 22百万円

原材料及び貯蔵品 440　

販売用不動産　 15　

計　 478　

　

※１　その他のたな卸資産の内訳　

商品及び製品 35百万円

原材料及び貯蔵品 302　

販売用不動産　 23　

計 362　

　

２　偶発債務　　

関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行って

おります。　

三菱マテリアル㈱ 938百万円

取引先の手付金に対し保証を行っております。

㈱ゴールドクレスト 124百万円

　

２　偶発債務　

関係会社の割賦未払金に対する債務保証を行って

おります。　

三菱マテリアル㈱ 958百万円

取引先の手付金に対し保証を行っております。

㈱ゴールドクレスト 101百万円

㈱サンシティ 51　

計 152　

　

３　手形割引高及び裏書譲渡高  　

　　　受取手形割引高 1,520百万円

　　　受取手形裏書譲渡高 61　

　

３　手形割引高及び裏書譲渡高  　

　　　受取手形割引高 7,347百万円

　　　受取手形裏書譲渡高 16　

　

※４　四半期連結会計期間末日満期手形　

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、おもに手形交換日をもって決済処理しており

ます。

なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計期間末日満期手形が連結会計

期間末残高に含まれています。　

受取手形 32百万円

支払手形 9　

　

※４　　　　       ─────── 

　

EDINET提出書類

株式会社ピーエス三菱(E01161)

四半期報告書

19/24



（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（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主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給料手当 2,218百万円

賞与引当金繰入額 26 

退職給付費用 207 

役員退職慰労引当金繰入額 12 

貸倒引当金繰入額 319 

※２　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業にお

いて、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計

期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第

３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四

半期連結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。

当第３四半期連結会計期間
（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主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

従業員給料手当 633百万円

賞与引当金繰入額 26 

退職給付費用 65 

役員退職慰労引当金繰入額 4 

貸倒引当金繰入額 79 

※２　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業にお

いて、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計

期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第

３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四

半期連結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。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に記載されている勘定科目の金額との関

係

現金預金勘定 10,906百万円

現金及び現金同等物 10,906　
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（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　　　　　　　　32,537千株

第一種後配株式　　　　　 7,500千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　　 134千株

　

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

該当事項はありません。

　　　　　　　

　　　　　　　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平20年12月31日）

建設事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平20年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平20年12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　
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（有価証券関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の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）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

当社グループ（当社及び連結子会社）は、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。　

（ストック・オプション等関係）

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

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 361.53円 １株当たり純資産額 361.76円

２．１株当たり四半期純利益又は損失金額

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

当第３四半期連結会計期間
（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（△） △2.82円 １株当たり四半期純利益金額 12.81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、四半期純損失が計上されているため記載しておりま

せん。　

　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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）　１株当たり四半期純利益又は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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

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

四半期純利益又は損失（△）（百万円） △91 415

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は損失（△）

（百万円）
△91 415

期中平均株式数（千株） 32,403 32,402

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　(1）決算日後の状況

　特記事項はありません。

　

　(2）重要な訴訟等

当社は、国土交通省関東地方整備局及び同近畿地方整備局並びに福島県が発注するプレストレスト・コンク

リートによる橋梁の新設工事の入札に関し、平成16年10月15日付で公正取引委員会から、他建設会社22社とと

もに、独占禁止法の定めに基づく排除勧告を受けました。同排除勧告については、当社ほか全社が不応諾とし

て現在、公正取引委員会において審判中であります。
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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２月13日

株式会社ピーエス三菱

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 阿部　隆哉　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 上坂　善章　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 貝塚　真聡　　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」に掲げられている株式会社ピーエス三

菱の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結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連結財

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ピーエス三菱及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

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、当社（四半期報告書提出会社）が、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。

（注）２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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