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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 3,264 11.4 25 ― 42 ― △24 ―

20年3月期第2四半期 2,930 △23.8 △4 ― 2 △97.4 △685 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △3.69 ―

20年3月期第2四半期 △102.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 6,334 3,487 55.1 520.18
20年3月期 6,008 3,607 60.0 538.07

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,487百万円 20年3月期  3,607百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,000 9.0 65 ― 90 246.7 65 ― 9.69

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としていま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ 定性的情報・財務諸表等 ３．連結業
績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  6,706,000株 20年3月期  6,706,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,113株 20年3月期  1,069株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  6,704,916株 20年3月期第2四半期  6,705,200株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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   

現金預金 3,237,948 3,081,907

受取手形・完成工事未収入金等 253,735 202,029

未成工事支出金 497,005 351,569

販売用不動産 181,699 280,304

短期貸付金 200,000 －

その他 105,665 212,092

貸倒引当金 △18,985 △48,285

流動資産合計 4,457,069 4,079,618

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 760,949 792,439

土地 863,638 865,838

その他（純額） 54,316 63,709

有形固定資産計 1,678,903 1,721,986

無形固定資産 14,934 16,153

投資その他の資産   

その他 293,903 263,904

貸倒引当金 △109,928 △72,900

投資その他の資産計 183,975 191,003

固定資産合計 1,877,813 1,929,144

資産合計 6,334,883 6,008,762

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,286,140 1,021,858

短期借入金 459,324 429,324

未払法人税等 33,616 759

未成工事受入金 314,968 279,597

賞与引当金 51,750 51,200

完成工事補償引当金 58,000 54,000

その他 254,529 157,517

流動負債合計 2,458,329 1,994,257

固定負債   

長期借入金 85,237 119,899

退職給付引当金 110,594 91,843

役員退職慰労引当金 151,200 150,700

その他 41,782 44,358

固定負債合計 388,813 406,801

負債合計 2,847,142 2,401,058



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,350 547,350

資本剰余金 270,845 270,845

利益剰余金 2,679,630 2,791,525

自己株式 △495 △482

株主資本合計 3,497,330 3,609,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,589 △1,534

評価・換算差額等合計 △9,589 △1,534

純資産合計 3,487,740 3,607,703

負債純資産合計 6,334,883 6,008,762



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,264,309

売上原価 2,667,116

売上総利益 597,193

販売費及び一般管理費 572,049

営業利益 25,143

営業外収益  

受取利息 4,321

受取配当金 329

受取手数料 13,690

その他 10,138

営業外収益合計 28,479

営業外費用  

支払利息 6,484

和解金 2,436

その他 1,826

営業外費用合計 10,748

経常利益 42,874

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 2,500

特別利益合計 2,500

特別損失  

固定資産除却損 188

減損損失 8,656

たな卸資産評価損 50,045

特別損失合計 58,889

税金等調整前四半期純損失（△） △13,515

法人税、住民税及び事業税 27,387

法人税等調整額 △16,170

法人税等合計 11,216

四半期純損失（△） △24,731



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,569,811

売上原価 2,082,817

売上総利益 486,994

販売費及び一般管理費 285,036

営業利益 201,958

営業外収益  

受取利息 3,769

受取配当金 1

受取手数料 9,054

その他 6,137

営業外収益合計 18,962

営業外費用  

支払利息 3,295

和解金 2,436

その他 1,206

営業外費用合計 6,938

経常利益 213,982

特別損失  

固定資産除却損 188

特別損失合計 188

税金等調整前四半期純利益 213,794

法人税、住民税及び事業税 26,693

法人税等調整額 △7,444

法人税等合計 19,249

四半期純利益 194,544



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △13,515

減価償却費 37,183

減損損失 8,656

固定資産除却損 188

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,728

賞与引当金の増減額（△は減少） 550

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 500

受取利息及び受取配当金 △4,650

支払利息 6,484

売上債権の増減額（△は増加） △51,705

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,674

仕入債務の増減額（△は減少） 264,281

未成工事受入金の増減額（△は減少） 35,371

その他 111,793

小計 379,942

利息及び配当金の受取額 4,650

利息の支払額 △6,495

法人税等の支払額 △1,166

法人税等の還付額 72,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 449,162

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 △160,000

定期預金の払戻による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,775

その他の収入 469

貸付けによる支出 △200,000

貸付金の回収による収入 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,282

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △34,662

配当金の支払額 △87,164

自己株式の取得による支出 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,041

現金及び現金同等物の期首残高 2,671,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,767,948
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