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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 11,865 8.9 △42 ― △77 ― 16 △92.4
21年3月期第1四半期 10,893 ― △402 ― △416 ― 217 ―

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

22年3月期第1四半期 0.76 ―
21年3月期第1四半期 10.02 ―

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

22年3月期第1四半期 63,328 8,904 14.1 410.15
21年3月期 68,201 8,038 11.8 370.23

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,904百万円 21年3月期  8,038百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

第2四半期 
連結累計期間

31,900 3.8 280 120.5 210 95.5 200 △60.5 9.21

通期 73,700 △1.0 840 △60.7 620 △69.7 360 0.8 16.58



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  有  
（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。  

(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．平成22年３月期第２四半期累計期間業績予想につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせを」ご参照ください。 
２．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記予想と異なる場合があります。 

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） 22年3月期第1四半期 21,720,000株 21年3月期  21,720,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  8,661株 21年3月期  8,661株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 21,711,339株 21年3月期第1四半期 21,712,011株



当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、企業の在庫調整が進み輸出や生産の一部に持ち直しの兆しがあり、

昨秋以降の急激な景気の悪化は底入れしたとの見方もありますが、雇用情勢・所得環境は依然として厳しく、景気

は先行き不透明な中で推移いたしました。 

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、公共投資は平成20年度補正予算の効果もあり堅調

に推移しているものの、民間設備投資は大幅に減少していることから、競争環境は厳しさを増す中で推移いたしま

した。 

このような状況のもと、当第１四半期の受注工事高につきましては、大和ハウスグループへの参画効果や、大型

再開発物件の受注獲得などにより、前年同四半期に比べ52.2％増の164億８千９百万円となりました。売上高は、

前年同四半期に比べ8.9％増の118億６千５百万円、営業損失は４千２百万円（前年同四半期の営業損失は４億２百

万円）、経常損失は７千７百万円（前年同四半期の経常損失は４億１千６百万円）となりましたが、投資有価証券

売却益１億５千２百万円を特別利益に計上（前年同四半期は軌道事業の分離における移転利益７億９千１百万円）

したことにより、１千６百万円の四半期純利益となり、前年同四半期に比べ92.4％減となりました。 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として第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。 

① 資産 

当第１四半期末における資産の残高は633億２千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億７千２百万円の

減少となりました。主な原因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであり

ます。 

② 負債  

負債の残高は544億２千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ57億３千９百万円の減少となりました。主な

原因といたしましては、支払手形・工事未払金等が減少したことによるものであります。 

③ 純資産 

純資産の残高は89億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億６千６百万円の増加となりました。主な原因

といたしましては、その他有価証券評価差額金等の増加によるものであります。  

平成21年４月30日に「平成21年３月期 決算短信」にて公表いたしました平成22年３月期第２四半期累計期間業

績予想を修正いたしました。 

変更の内容につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

平成22年３月期の通期業績予想につきましては、変更はございません。  

該当事項はありません。 

連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっております。 

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、特定の長期大型工事（工期１年を超え、請負金５億円以

上）に限り工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結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（工事の進捗率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

を適用しております。 

これにより、売上高は４億２千９百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ５千４百万円増加しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,074,548 7,621,252

受取手形・完成工事未収入金等 16,809,114 28,070,551

販売用不動産 634,721 664,063

未成工事支出金 8,570,002 7,363,108

材料貯蔵品 296,372 293,628

繰延税金資産 397,978 493,448

その他 2,887,002 1,922,496

流動資産合計 40,669,740 46,428,550

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,109,415 2,141,335

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 157,497 166,895

土地 13,733,230 13,733,230

リース資産（純額） 12,977 14,197

有形固定資産計 16,013,120 16,055,658

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 270,605 278,821

無形固定資産計 288,788 297,004

投資その他の資産   

投資有価証券 4,630,887 3,602,837

繰延税金資産 1,062,164 1,151,412

その他 731,314 733,192

貸倒引当金 △67,251 △67,073

投資その他の資産計 6,357,115 5,420,369

固定資産合計 22,659,024 21,773,032

資産合計 63,328,765 68,201,583



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 18,399,639 25,624,115

短期借入金 14,599,000 14,890,000

未成工事受入金 12,023,332 9,858,090

完成工事補償引当金 135,450 136,108

その他 2,023,348 2,134,724

流動負債合計 47,180,770 52,643,038

固定負債   

長期借入金 2,483,000 2,896,000

退職給付引当金 2,804,579 2,661,700

再評価に係る繰延税金負債 1,607,774 1,607,971

その他 347,768 354,716

固定負債合計 7,243,121 7,520,388

負債合計 54,423,892 60,163,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 3,773,311 3,865,424

自己株式 △2,235 △2,235

株主資本合計 6,418,923 6,511,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 931,517 △27,113

土地再評価差額金 1,554,431 1,554,233

評価・換算差額等合計 2,485,948 1,527,119

純資産合計 8,904,872 8,038,155

負債純資産合計 63,328,765 68,201,583



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

完成工事高 10,628,674 11,544,343

兼業事業売上高 264,645 321,382

売上高合計 10,893,319 11,865,726

売上原価   

完成工事原価 10,088,781 10,644,866

兼業事業売上原価 121,181 179,107

売上原価合計 10,209,962 10,823,974

売上総利益   

完成工事総利益 539,893 899,476

兼業事業総利益 143,463 142,275

売上総利益合計 683,357 1,041,752

販売費及び一般管理費 1,086,087 1,083,857

営業損失（△） △402,730 △42,104

営業外収益   

受取利息 5,097 725

受取配当金 5,134 2,843

受取保険金 35,255 18,733

持分法による投資利益 8,216 4,549

雑収入 1,844 4,096

営業外収益合計 55,549 30,948

営業外費用   

支払利息 69,000 66,197

雑支出 0 0

営業外費用合計 69,000 66,197

経常損失（△） △416,180 △77,354

特別利益   

投資有価証券売却益 － 152,370

事業分離における移転利益 791,298 －

その他 140 －

特別利益合計 791,438 152,370

特別損失   

前期損益修正損 － 812

固定資産除却損 2,347 1,076

その他 － 372

特別損失合計 2,347 2,261

税金等調整前四半期純利益 372,910 72,754

法人税、住民税及び事業税 130,227 11,803

法人税等調整額 25,215 44,506

法人税等合計 155,442 56,310

四半期純利益 217,468 16,444



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 372,910 72,754

減価償却費 73,900 73,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,053 178

退職給付引当金の増減額（△は減少） 61,361 142,878

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △14,141 △657

受取利息及び受取配当金 △10,232 △3,569

支払利息 69,000 66,197

投資有価証券売却損益（△は益） － △152,370

事業分離における移転利益 △791,298 －

売上債権の増減額（△は増加） 9,125,348 11,261,436

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,431,678 △1,206,893

仕入債務の増減額（△は減少） △4,159,563 △7,224,476

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,696,545 2,165,241

持分法による投資損益（△は益） △8,216 △4,549

その他 △783,366 △386,103

小計 2,204,623 4,803,728

利息及び配当金の受取額 70,003 41,527

利息の支払額 △61,780 △65,895

法人税等の支払額 △523,858 △717,106

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,688,987 4,062,254

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 △119,165 △17,944

無形固定資産の取得による支出 － △4,900

事業移転による収入 800,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 228,120

その他 △209 △408

投資活動によるキャッシュ・フロー 680,624 204,867

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） 153,599 △100,000

長期借入金の返済による支出 △834,000 △604,000

配当金の支払額 △108,561 △108,556

その他 △48 △1,268

財務活動によるキャッシュ・フロー △789,009 △813,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,580,602 3,453,296

現金及び現金同等物の期首残高 11,265,945 7,621,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,846,547 11,074,548



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（１）受注実績 

  

（２）売上実績 

 （注）１．当社グループでは、建設事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

区分 

前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

建設事業  10,834  16,489

合計  10,834  16,489

区分 

前第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） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

建設事業  10,628  11,544

不動産事業  264  321

合計  10,893  11,865


	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	大和小田急建設㈱（1834） 平成22年３月期　第１四半期決算短信: 大和小田急建設㈱（1834） 平成22年３月期　第１四半期決算短信
	- 3 -: - 3 -
	大和小田急建設㈱（1834） 平成22年３月期　第１四半期決算短信⬰〰〰〰〰�: 大和小田急建設㈱（1834） 平成22年３月期　第１四半期決算短信
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	大和小田急建設㈱（1834） 平成22年３月期　第１四半期決算短信⬰〰〰〰〰�: 大和小田急建設㈱（1834） 平成22年３月期　第１四半期決算短信
	- 8 -: - 8 -


