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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61期

第１四半期連結
累計(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） 19,925 130,581

経常損失（△）（百万円） △799 △2,966

四半期（当期）純損失（△）

（百万円）
△681 △3,829

純資産額（百万円） 13,953 14,525

総資産額（百万円） 100,826 108,758

１株当たり純資産額（円） 347.46 361.76

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）金額（円）
△21.03 △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（％） 13.8 13.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,252 △6,467

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
359 3,121

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△7,400 6,708

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
8,415 14,230

従業員数（人） 1,782 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．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、１株当たり四半期（当期）

純損失であるため記載しておりません。　
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２【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（株式会社ピーエス三菱）、子会社11社、関連会社３社及びその

他の関係会社１社で構成されており、建設事業を主な事業の内容としております。

当第１四半期連結会計期間における、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

(1）当社の連結子会社である株式会社ピーエス機工と株式会社秦野製作所は、平成20年４月１日を期日として合併　　

し、株式会社ピーエスケーとなりました。なお、株式会社ピーエス機工を存続会社とする吸収合併方式で、吸収合併

消滅会社である株式会社秦野製作所は解散致しました。　

(2）持分法適用関連会社であったエー・エム・エンジニアリング株式会社は、平成20年２月29日開催の臨時株主総会

において会社解散を決議し、平成20年５月９日に清算結了致しました。　

３【関係会社の状況】

(1)当第１四半期連結会計期間において、連結子会社２社の合併により株式会社ピーエス機工は、以下の会社に商号変

更しております。

名称 住所
資本金

(百万円)
主要な事業の内容

議決権の所

有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱ピーエスケー
東京都

中央区
90

土木建築用機材の設

計、製作、賃貸、管理

運用、工事用資材製

造販売

100

当社は土木建築用機材を賃借及び資材等を

仕入れております。

当社と役員の兼任があります。

(2)当第１四半期連結会計期間において、連結子会社２社の合併により以下の連結子会社が解散しております。

名称 住所
資本金

(百万円)
主要な事業の内容

議決権の所

有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱秦野製作所
神奈川県

秦野市
50 工事用資材製造販売 100

当社は資材等を仕入れております。

当社と役員の兼任があります。

(3)当第１四半期連結会計期間において、以下の持分法適用関連会社が清算結了しております。

名称 住所
資本金

(百万円)
主要な事業の内容

議決権の所

有割合又は

被所有割合

（％）

関係内容

（持分法適用関連会社）      

エー・エム・エンジニアリング

㈱

東京都

中央区
10 土木建築資材の販売 40 当社と役員の兼任があります。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,782  

（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６月30日現在

従業員数（人） 1,301  

（注）１．　従業員数は就業人員であります。

２．　従業員数が当第１四半期会計期間において168名減少しましたのは、主として経営の合理化による希望退
職者募集によるものであります。
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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１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

建設事業(百万円) 25,442

製造事業(百万円) 226

その他の事業(百万円) 266

合計(百万円) 25,935

(2)売上実績

区分
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

建設事業(百万円) 19,432

製造事業(百万円) 226

その他の事業(百万円) 266

合計(百万円) 19,925

（注）　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。

(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)

土木工事 66,457 7,255 73,713 7,174 66,538

建築工事 47,097 15,978 63,075 10,546 52,529

工事計 113,555 23,233 136,788 17,721 119,067

製品 2,699 363 3,063 280 2,783

不動産事業 － 8 8 8 －

兼業計 2,699 371 3,071 288 2,783

合計 116,255 23,605 139,860 18,009 121,851

（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)

土木工事 2,317 4,937 7,255

建築工事 103 15,874 15,978

計 2,420 20,812 23,233

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)

土木工事 4,467 2,707 7,174

建築工事 180 10,366 10,546

計 4,647 13,073 17,721

（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。

東日本高速道路㈱ 磐越自動車道　西田橋（ＰＣ上部工）工事

㈱小池 （仮称）リオン・ドール船引ショッピングセンター新築工事

独立行政法人　鉄道建設・運

輸施設整備支援機構
九幹鹿、貝洲Ｂ外８Ｃｐ製架他

首都高速道路㈱ ＫＪ１２５工区（５－１０－２）～（５－１３）基礎他工事

（注）２．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以上の相手はありません。

④　手持工事高（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）

土木工事 50,985 15,552 66,538

建築工事 2,295 50,233 52,529

計 53,281 65,785 119,067

（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

三菱商事㈱ 恵比寿南２丁目マンション新築工事  平成20年７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20年12月完成予定
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２【経営上の重要な契約等】

１．連結子会社間の合併について　

(1)　当社の連結子会社である株式会社ピーエス機工と株式会社秦野製作所は、平成20年４月１日を期日として合併

し、株式会社ピーエスケーとなりました。

なお、詳細は「第５　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（共通支配下の取引等）」に記載のと

おりであります。

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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム・ローン問題を背景とする米国経済の後退懸念や

株式・為替市場の変動、さらに原油高騰も絡み合って景気回復は足踏み状態にあると見られます。

　建設業界におきましても、国並びに地方自治体の財政状態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不透明感があり、資材・労務価格の高騰など経営上の課題は多く、業界全体としては

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ＰＣ技術を柱とした総合建設業としての当社グループは、平成20年度の黒字化を目標と

した３ヶ年経営計画（平成20年度～22年度）を策定し、シナジープロジェクトの推進や受注時利益率設定による収益

基盤の確立、３支社体制への組織変更による現場業績管理の強化と社内検査体制の設置等の施策を実施しておりま

す。

　当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高199億円25百万円、営業損益４億59百万円の損失、経常損益７億99百万円

の損失、四半期純損益６億81百万円の損失となりました。

　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１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、84億15百万円となりまし

た。　　　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動の結果、得られた資金は12億52百万円となりました。これは主に売上債権の減少額及び未成工事受入金の増

加額の合計が、棚卸資産の増加額及び仕入債務の減少額の合計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、得られた資金は３億59百万円となりました。これは主に土地・建物の売却による収入によるもので

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、支出した資金は74億円となりました。これは主に短期借入金の返済によるものであります。

　この結果、当第１四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。）は、58億15百万円減少

し、84億15百万円となりました。　　　

(3）研究開発活動

当第１四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、1億5百万円であります。

なお、当第１四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。
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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１四半期連結会計期間において、前連結会計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、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

第一種後配株式 7,500,000 7,500,000 非上場・非登録 (注)

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６月26日 － 40,037,429 － 4,218 △670 8,110

（注）　平成20年６月26日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づく「その他資本剰余金」への振替で

　　　　あります。 

（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
ております。

①【発行済株式】
　 平成20年６月30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

133,300

－
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 

完全議決権株式（その他）

普通株式

32,355,800

　

323,522

　

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

単元未満株式

　

 普通株式

48,329
－

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  

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

発行済株式総数 40,037,429 － －

総株主の議決権 － 398,520 －

（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3,600株が含まれており
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36個が含まれておりませ
ん。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30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
133,300 － 133,300 0.33

計 － 133,300 － 133,300 0.33

（注）当第１四半期末（平成20年６月30日）の自己株式は、133,833株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合

0.33％）となっております。

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） 222 244 586

最低（円） 210 214 221

（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１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、「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を早期に適用しております。

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１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人に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１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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

現金及び預金 8,415 14,230

受取手形・完成工事未収入金等 38,270 46,794

未成工事支出金 25,097 17,094

仕掛品 4,554 3,402

その他のたな卸資産 ※1
 459

※1
 362

繰延税金資産 29 9

未収入金 5,820 8,600

その他 1,406 1,102

貸倒引当金 △176 △257

流動資産合計 83,878 91,338

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,799 7,972

機械、運搬具及び工具器具備品 11,386 11,389

土地 9,405 9,615

建設仮勘定 170 69

減価償却累計額 △15,856 △15,837

有形固定資産計 12,905 13,208

無形固定資産 43 34

投資その他の資産

投資有価証券 1,084 1,062

長期貸付金 81 70

破産債権、更生債権等 2,983 3,126

繰延税金資産 223 231

その他 2,845 3,039

貸倒引当金 △3,219 △3,354

投資その他の資産計 3,999 4,177

固定資産合計 16,947 17,420

資産合計 100,826 108,758
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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 38,533 43,866

短期借入金 15,949 23,405

未払法人税等 108 207

未成工事受入金 20,622 13,603

賞与引当金 105 281

完成工事補償引当金 149 140

工事損失引当金 2,149 2,195

その他 3,118 4,183

流動負債合計 80,736 87,883

固定負債

退職給付引当金 3,751 3,888

役員退職慰労引当金 235 311

再評価に係る繰延税金負債 2,115 2,115

その他 31 33

固定負債合計 6,135 6,349

負債合計 86,872 94,232

純資産の部

株主資本

資本金 4,218 4,218

資本剰余金 8,409 8,780

利益剰余金 △271 379

自己株式 △59 △59

株主資本合計 12,295 13,319

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 64 50

土地再評価差額金 1,541 1,199

為替換算調整勘定 △36 △133

評価・換算差額等合計 1,569 1,116

少数株主持分 88 90

純資産合計 13,953 14,525

負債純資産合計 100,826 108,758
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

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

売上高 ※2
 19,925

売上原価 18,435

売上総利益 1,489

販売費及び一般管理費 ※1
 1,949

営業損失（△） △459

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 5

スクラップ売却収入 19

その他 31

営業外収益合計 58

営業外費用

支払利息 88

為替差損 269

その他 39

営業外費用合計 398

経常損失（△） △799

特別利益

固定資産売却益 94

貸倒引当金戻入額 75

その他 3

特別利益合計 174

特別損失

固定資産除却損 0

退職特別加算金 12

その他 2

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純損失（△） △641

法人税、住民税及び事業税 63

法人税等調整額 △22

法人税等合計 41

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △681
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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１四半期連結累計期間
（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

税金等調整前四半期純損失（△） △641

減価償却費 131

持分法による投資損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 1

特別退職金 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） △132

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 88

為替差損益（△は益） 265

売上債権の増減額（△は増加） 8,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,285

仕入債務の増減額（△は減少） △5,234

未成工事受入金の増減額（△は減少） 7,019

その他 1,302

小計 1,980

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △88

特別退職金の支払額 △483

法人税等の支払額 △163

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,252

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 △186

有形固定資産の売却による収入 437

貸付けによる支出 △19

貸付金の回収による収入 14

その他 114

投資活動によるキャッシュ・フロー 359

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） △7,400

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 △7,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,815

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
 8,415
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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１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30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　
当第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。

(2）変更後の連結子会社の数　

11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、当第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）を当第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。

　これによる、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

当第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。

　これによる、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、賃貸借取引にかか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、当第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１四半期連結会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、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１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法  当第１四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．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して

は、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実施棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定しております。

３．完成工事補償引当金の算定方法 　当第１四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１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30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、当第１四半期連結会計期間より変更致しました。

　この結果、従来の方法に比べ、四半期連結財務諸表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１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　その他たな卸資産の内訳　

商品及び製品 26百万円

原材料及び貯蔵品 409　

販売用不動産　 23　

計　 459　

　

※１　その他たな卸資産の内訳　

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㈱ 952百万円

取引先の手付金に対し保証を行っております。

㈱サンシティ 101百万円

㈱ゴールドクレスト 74　

計 175　

　

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 5,129百万円

　　　受取手形裏書譲渡高 19　

　

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　

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（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 786百万円

賞与引当金繰入額 29 

退職給付費用 63 

役員退職慰労引当金繰入額 4 

※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１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30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

現金及び預金勘定 8,415百万円

現金及び現金同等物 8,415　
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（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　　　　　　　　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総数

普通株式　　　　　　　　　 133千株

　

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１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30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１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30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１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30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１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額の金額は、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１四半期連結会計期間末（平成20年６月30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１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　当第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

共通支配下の取引等

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要

　(1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

　株式会社ピーエス機工（当社連結子会社）　　　　　土木建築用機材の設計、製作、賃貸、管理運用

　株式会社秦野製作所（当社連結子会社）　　　　　　工事用資材製造販売

　(2）企業結合の法的形式

　株式会社ピーエス機工を存続会社、株式会社秦野製作所を消滅会社とする吸収合併

　(3）結合後企業の名称

　株式会社ピーエスケー（当社連結子会社）

　(4）取引の目的を含む取引の概要

　子会社２社を合併することにより、営業活動及び技術サービスの一本化、組織の簡素化、管理・間接部門

のスリム化の合併効果を発揮し，ＰＣ（プレストレストコンクリート）建設工事の総合資機材提供会社

として経営基盤を強化することを目的として、株式会社ピーエス機工を存続会社とする吸収合併（合併期

日：平成20年４月１日）を行い、株式会社秦野製作所は解散しております。

　

２．実施した会計処理の概要

本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正　平成19年11月

15日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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 347.46円 １株当たり純資産額 361.76円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期連結累計期間
（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 21.03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

り四半期純損失であるため記載しておりません。　

（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１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失（百万円） △681

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損失（百万円） △681

期中平均株式数（千株） 32,403

（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

①当社は、当社を代表者とする共同企業体が過去に施工した建物及び当社が単独で過去に施工した建物の瑕疵

を原因として、発注者より中央建設工事紛争審査会に補修費用等の支払いを求める仲裁の申立を受け、現在仲

裁審理中であります。

②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20年８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１四半期連結累計期間（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１四半期連結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、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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