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（財）財務会計基準機構会員  

平成 19 年 12 月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 19 年５月 15 日 

上場会社名  金下建設株式会社                （コード番号：1897 大証第二部） 

（ＵＲＬ http://www.kaneshita.co.jp/） 

問 合 せ 先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 金下 昌司 

 責任者役職・氏名 取締役管理統括部長 三田 昭彦     ＴＥＬ：（0772）46―3151 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

     （内容）法人税等の計上、その他影響額が軽微なものについて、一部簡便な方法を採用しており

ます。 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ：無 

 

２．平成 19 年 12 月期第１四半期財務・業績の概況（平成 19 年１月１日～平成 19 年３月 31 日） 

(1)経営成績（連結）の進捗状況                      (百万円未満四捨五入） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期） 
純 利 益 

 

19 年 12 月期第１四半期 

18 年 12 月期第１四半期 

 百万円 ％

 6,096 －

 － －

 百万円 ％

 250 －

 － －

 百万円 ％ 

 292 － 

 － － 

 百万円 ％

 157 －

 － －

（参考）18年 12 月期  18,218  155  243   126 

 

 １株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後  
１株当たり四半期
（当期）純利益 

 

19 年 12 月期第１四半期 

18 年 12 月期第１四半期 

 円 銭

 8 34

 － －

 円 銭

 － －

 － －

（参考）18年 12 月期  6 70  － －

(注) 当第１四半期より「四半期財務・業績の概況（連結）」の開示を行っておりますので、前年同四半

期実績および対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当社グループの売上高は、季節的変動要因により計上時期が第１四半期に比較的集中する傾向があり

ます。また、販売費及び一般管理費はほぼ均等に発生する為、売上高に対して占める割合が低くなり、

第１四半期に占める利益の割合は高くなる傾向があります。 
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(2)財政状態（連結）の変動状況 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

19 年 12 月期第１四半期 

18 年 12 月期第１四半期 

百万円 

30,314 

－ 

百万円 

 23,526 

 － 

％ 

 76.6 

－ 

 円 銭

 1,238 25

 － －

（参考）18年 12 月期  29,446 23,539 79.0  1,239 57

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期の総資産は、未成工事支出金等が 11 億１千９百万円減少しましたが、受取手形・完成

工事未収入金等および有価証券が 18 億４千１百万円増加したことにより、平成 18 年 12 月期と比較し

て８億６千８百万円増加し、303 億１千４百万円になりました。また、純資産は１千３百万円減少し、

235 億２千６百万円になりました。 

 

○添付資料 

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書、四半期個別受注の状況 

 

以  上 

 

[参考] 

平成 19 年 12 月期の連結業績予想については見直しを行っておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四半期財務・業績の概況の開示とあわせて直前に開示された業績予想について見直しを行っ

た場合に、見直し後の予想数値及びその背景等について記載する。業績予想の見直しを行わな

い場合は、その旨記載する（表の掲載は不要）。 

[参考] 

平成 19 年 12 月期の連結業績予想（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中 間 期 

通 期 

百万円 

 

 

百万円 

 

 

百万円 

 

 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 



〔添付資料〕

１．（要約）四半期連結貸借対照表 （単位：百万円、％）

当四半期 前年同四半期 （参考）

科 目 （平成19年12月期 （平成18年12月期 増減 平成18年12月期

第１四半期末） 第１四半期末）

区 分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（資産の部）

Ⅰ流動資産

現金預金 6,909 －　 6,853 

受取手形・完成工事未収入金等 6,426 －　 4,892 

有価証券 407 －　 100 

未成工事支出金等 3,481 －　 4,600 

繰延税金資産 61 －　 61 

その他 232 －　 384 

貸倒引当金 △ 41 －　 △ 38 

流動資産合計 17,476 57.6 －　 －　 －　 －　 16,853 57.2 

Ⅱ固定資産

有形固定資産

土地 1,897 －　 1,897 

その他 969 －　 996 

有形固定資産合計 2,865 9.5 －　 －　 －　 2,893 9.8 

無形固定資産 14 0.0 －　 －　 －　 14 0.1 

投資その他の資産

投資有価証券 9,687 －　 9,457 

その他 701 －　 660 

貸倒引当金 △ 430 －　 △ 432 

投資その他の資産合計 9,958 32.9 －　 －　 －　 －　 9,685 32.9 

固定資産合計 12,838 42.4 －　 －　 －　 －　 12,593 42.8 

資産合計 30,314 100.0 －　 －　 －　 －　 29,446 100.0 
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当四半期 前年同四半期 （参考）

科 目 （平成19年12月期 （平成18年12月期 増減 平成18年12月期

第１四半期末） 第１四半期末）

区 分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（負債の部）

Ⅰ流動負債

支払手形・工事未払金等 2,607 －　 1,902 

未払法人税等 110 －　 21 

未成工事受入金 2,727 －　 2,774 

完成工事補償引当金 13 －　 13 

工事損失引当金 88 －　 135 

その他 667 －　 576 

流動負債合計 6,212 20.5 －　 －　 －　 －　 5,420 18.4 

Ⅱ固定負債

繰延税金負債 556 －　 463 

その他 20 －　 23 

固定負債合計 576 1.9 －　 －　 －　 －　 486 1.7 

負債合計 6,788 22.4 －　 －　 －　 －　 5,906 20.1 

（純資産の部）

Ⅰ株主資本

資本金 1,000 3.3 －　 －　 －　 －　 1,000 3.4 

資本剰余金 2,121 7.0 －　 －　 －　 －　 2,121 7.2 

利益剰余金 19,056 62.9 －　 －　 －　 －　 19,219 65.3 

自己株式 △ 169 △0.6 －　 －　 －　 －　 △ 167 △0.6 

株主資本合計 22,008 72.6 －　 －　 －　 －　 22,173 75.3 

Ⅱ評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,217 4.0 －　 －　 －　 －　 1,081 3.6 

評価・換算差額等合計 1,217 4.0 －　 －　 －　 －　 1,081 3.6 

Ⅲ 少数株主持分 301 1.0 －　 －　 －　 －　 286 1.0 

純資産合計 23,526 77.6 －　 －　 －　 －　 23,539 79.9 

負債純資産合計 30,314 100.0 －　 －　 －　 －　 29,446 100.0 
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２．（要約）四半期連結損益計算書 （単位：百万円、％）

当四半期 前年同四半期 （参考）

科 目 （平成19年12月期 （平成18年12月期 増減 平成18年12月期

第１四半期） 第１四半期）

区 分 金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ売上高 6,096 100.0 －　 －　 －　 －　 18,218 100.0 

Ⅱ売上原価 5,638 92.5 －　 －　 －　 －　 17,081 93.8 

売上総利益 458 7.5 －　 －　 －　 －　 1,137 6.2 

Ⅲ販売費及び一般管理費 209 3.4 －　 －　 －　 －　 982 5.4 

営業利益 250 4.1 －　 －　 －　 －　 155 0.8 

Ⅳ営業外収益 42 0.7 －　 －　 －　 －　 228 1.3 

Ⅴ営業外費用 1 0.0 －　 －　 －　 －　 140 0.8 

経常利益 292 4.8 －　 －　 －　 －　 243 1.3 

Ⅵ特別利益 11 0.2 －　 －　 －　 －　 133 0.7 

Ⅶ特別損失 18 0.3 －　 －　 －　 －　 124 0.7 

税金等調整前四半期（当期）純利益 285 4.7 －　 －　 －　 －　 251 1.3 

税金費用 113 1.9 －　 －　 －　 －　 118 0.6 

少数株主利益(控除) 15 0.2 －　 －　 －　 －　 7 0.0 

四半期（当期）純利益 157 2.6 －　 －　 －　 －　 126 0.7 
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３．四半期個別受注の状況

（1）　個別受注実績

受　　　注　　　高

平成19年12月期第１四半期 5,303 百万円 80.9 % 

平成18年12月期第１四半期 2,931 △ 38.3   

   (注) ①受注高は、当該四半期までの累計額

   (注) ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率

(参考)受注実績内訳 （単位：百万円）

平成19年12月期 平成18年12月期

第１四半期 第１四半期

官公庁 2,090 39.4 %) (  2,065 70.4 %) (  26 1.2 % 

建 土木 民間 87 1.7  ) (   78 2.7  ) (   9 11.1   

計 2,177 41.1  ) (  2,143 73.1  ) (  34 1.6   

設 官公庁 17 0.3  ) (   14 0.5  ) (   3 23.7   

建築 民間 3,109 58.6  ) (  775 26.4  ) (  2,334 301.3   

事 計 3,126 58.9  ) (  789 26.9  ) (  2,338 296.4   

官公庁 2,108 39.7  ) (  2,079 70.9  ) (  29 1.4   

業 合計 民間 3,195 60.3  ) (  853 29.1  ) (  2,343 274.8   

計 5,303 100.0  ) ( 2,931 100.0  ) ( 2,372 80.9   

   (注)（　）内のパーセント表示は、構成比率

（２）　個別受注予想

受　　　注　　　高

平成19年12月期予想 20,000 百万円 22.8 % 

平成18年12月期実績 16,288 △ 16.5   

 [個別受注実績に関する定性的情報等]

　当第１四半期の個別受注実績は、前年同四半期に比べ土木工事はほぼ横ばいで推移しましたが、

民間建築工事の受注が23億３千４百万円増加し31億９百万円となり、全体では前年同期比80.9％

増の53億３百万円となりました。

比較増減 増減率区分
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