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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,741 △16.6 505 △15.7 576 △12.5 377 3.0
21年3月期第1四半期 6,883 ― 599 ― 659 ― 366 ―

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 17.94 ―

21年3月期第1四半期 17.56 ―

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 43,633 30,993 71.0 1,473.29
21年3月期 43,975 30,646 69.7 1,458.93

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  30,993百万円 21年3月期  30,646百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

17,500 16.9 1,600 106.2 1,700 114.4 1,000 124.7 47.60

通期 42,000 △8.2 3,400 1.1 3,550 1.1 2,050 17.7 97.59



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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、４ページ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 21,858,491株 21年3月期  21,858,491株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  821,813株 21年3月期  852,347株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 21,024,273株 21年3月期第1四半期 20,842,907株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入力可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期累計期間の売上高は、工事進行基準による売上増加もありましたが、前第１四半期累計期間に大型

工事物件が完成したことの反動もあり、前第１四半期累計期間比11億４千２百万円（16.6%減）減少し、57億４千１

百万円となりました。

　販売費及び一般管理費は節減に努めた結果、前第１四半期累計期間比５千万円（7.3%減）減少いたしましたが、

売上高減少による売上総利益の減少を主因として、営業利益は、前第１四半期累計期間比９千４百万円（15.7%減）

減少の５億５百万円となりました。

　経常利益は、前第１四半期累計期間比８千２百万円（12.5%減）減少し、５億７千６百万円となりました。また四

半期純利益は、貸倒引当金対象残高の減少により貸倒引当金戻入額が特別利益に計上されたため、前第１四半期累

計期間比１千１百万円（3.0%増）増加の３億７千７百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期会計期間末の資産合計は、436億３千３百万円となり、前事業年度末比３億４千２百万円の減少とな

りました。これは、流動資産が前事業年度末比３億５千１百万円減少したことが主因であります。この内訳は、資

金運用に伴う有価証券の増加20億円又繰越工事の進捗による未成工事支出金の増加21億９千３百万円並びに工事代

金の回収に伴う受取手形・完成工事未収入金等の減少53億６千万円等であります。

　負債合計は126億４千万円となり、前事業年度末比６億８千８百万円の減少となりました。これは、支払手形・工

事未払金等の減少14億６百万円や法人税等の納付により未払法人税の減少９億３千４百万円がありましたが、繰越

工事の出来高進捗に伴う未成工事受入金の増加13億８千万円等によるものであります。

　純資産合計は、309億９千３百万円となり、前事業年度末比３億４千６百万円の増加となりました。これは、その

他有価証券評価差額金が２億７千７百万円増加したこと等によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動による資金で32億８千９百万円の収入

超過（前第１四半期累計期間24億６千６百万円の収入超過）、投資活動による資金で20億８千３百万円の支出超過

（前第１四半期累計期間９億５千８百万円の支出超過）、財務活動による資金で２億９千６百万円の支出超過（前

第１四半期累計期間４億７百万円の収入超過）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、32億８千９百万円の収入超過となりました。（前第１四半期累計期間24

億６千６百万円の収入超過）これは、前事業年度からの繰越工事進捗に伴う未成工事支出金の増加や仕入債務の減

少等の資金支出要因もありましたが、未成工事受入金増加等による資金流入要因が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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、第１四半期累計期間が売上債権の回収時期に当たることから、効率的な

資金運用を目的とした有価証券運用に努めました結果、取得による支出が売却による収入を19億９千９百万円（前

第１四半期累計期間８億７千５百万円）上回ったことを主因として、20億８千３百万円の支出超過となったもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億１千５百万円を主因

に、２億９千６百万円の支出超過となったものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績予想がほぼ当初の予定通りであることから、平成21年５月８日に公表しました、第２四半期

累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。



４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　貸倒実績率が前事業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、前事業年度決算において算定

した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②完成工事に係るかし担保費用見積額の算定方法

　補償見積率が前事業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、前事業年度決算において算

定した過去の実績率等の合理的な基準を使用して補償見積額を算定しております。

③税金費用の計算方法 

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調

整額は「法人税等」に含めて表示しております。

（２）四半期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

　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、工事完成基準を適用しておりましたが、当第１四半期会計期

間から「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）が適用されたことに伴い、当第１四半期会計

期間に着手した工事契約から当第１四半期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（工事の進捗度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。

　なお、平成21年３月31日以前に着手した工事契約は、工事完成基準を引き続き適用しております。

　これにより、完成工事高は691,682千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が、それぞれ109,347

千円増加しております。

（３）信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける新株式発行および自己株式処分に関する会計処理方法につい

て

　当社は、信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入に伴い、平成20年４月22日付で、新株式（普通株式）

700,000株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下「信託口」という。）に第三者割当の方法で発

行しております。また併せて自己株式300,000株を信託口へ処分しております。

　当該新株式の発行および自己株式の処分については、当社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重視し

た保守的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。

　すなわち、信託口に第三者割当の方法で発行された新株式については、当社が全株自己株式として受け入れたも

のとし、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡されたものとし

て会計処理をしており、信託口に第三者割当の方法で処分された自己株式についても、信託口へ処分された時点で

は譲渡を認識せず、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡され

たものとして会計処理をしております。

　従いまして、信託口が所有する当社株式や信託口の資産および負債ならびに費用および収益についても当社貸借

対照表および損益計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。

　このため、自己株式数については、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。

　なお、当第１四半期会計期間末日（平成21年６月30日）における自己株式数は、以下の通りであります。

　　　　　　　　　　　　　自己株式数　　　　　　　　　  821,813株

　　　　　　　　　　　　　　うち当社所有自己株式数　　　 43,613株

　　　　　　　　　　　　　　うち信託口所有当社株式数　　778,200株



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,123,164 8,213,201

受取手形・完成工事未収入金等 5,253,188 10,613,292

有価証券 3,019,671 1,019,539

販売用不動産 370,954 372,468

未成工事支出金 6,316,044 4,122,722

繰延税金資産 432,484 432,484

その他 415,599 582,378

貸倒引当金 △73,760 △147,080

流動資産合計 24,857,348 25,209,007

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 4,409,345 4,685,487

その他（純額） 8,280,181 8,290,626

有形固定資産計 12,689,526 12,976,113

無形固定資産 54,753 28,041

投資その他の資産   

投資有価証券 4,744,877 4,270,940

繰延税金資産 610,559 798,886

その他 676,510 692,829

貸倒引当金 △20 △100

投資その他の資産計 6,031,927 5,762,557

固定資産合計 18,776,207 18,766,712

資産合計 43,633,556 43,975,720

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,766,025 7,172,829

未払法人税等 288,879 1,223,279

未成工事受入金 2,958,433 1,578,330

引当金 230,226 225,060

その他 1,667,707 1,390,950

流動負債合計 10,911,271 11,590,449

固定負債   

長期借入金 592,210 592,210

退職給付引当金 897,915 905,437

その他 239,012 241,001

固定負債合計 1,729,137 1,738,648

負債合計 12,640,409 13,329,098



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,302,375 3,302,375

資本剰余金 3,338,395 3,339,490

利益剰余金 24,597,122 24,548,653

自己株式 △570,208 △591,529

株主資本合計 30,667,685 30,598,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 325,461 47,631

評価・換算差額等合計 325,461 47,631

純資産合計 30,993,147 30,646,622

負債純資産合計 43,633,556 43,975,720



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 6,805,078 5,596,766

不動産事業売上高 78,305 144,313

売上高合計 6,883,383 5,741,079

売上原価   

完成工事原価 5,556,676 4,504,398

不動産事業売上原価 28,556 83,452

売上原価合計 5,585,233 4,587,851

売上総利益   

完成工事総利益 1,248,402 1,092,367

不動産事業総利益 49,748 60,860

売上総利益合計 1,298,150 1,153,228

販売費及び一般管理費 698,401 647,665

営業利益 599,749 505,562

営業外収益   

受取利息 5,144 4,359

受取配当金 54,351 42,595

受取保険金 － 18,440

その他 10,925 9,353

営業外収益合計 70,421 74,748

営業外費用   

支払利息 2,017 1,900

投資有価証券評価損 3,548 －

株式交付費 2,563 －

その他 3,003 1,606

営業外費用合計 11,133 3,506

経常利益 659,037 576,804

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 73,400

特別利益合計 － 73,400

特別損失   

販売用不動産評価損 29,871 －

特別損失合計 29,871 －

税引前四半期純利益 629,165 650,204

法人税等 263,000 273,000

四半期純利益 366,165 377,204



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 629,165 650,204

減価償却費 248,569 360,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） △636 △73,400

工事損失引当金の増減額（△は減少） 750 △1,260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,358 8,106

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,376 △7,522

受取利息及び受取配当金 △59,495 △46,954

支払利息 2,017 1,900

投資有価証券評価損益（△は益） 3,548 －

有形固定資産除却損 351 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,907,022 5,360,104

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,683,927 △2,193,321

販売用不動産の増減額（△は増加） 29,871 1,513

未収入金の増減額（△は増加） 111,853 143,252

仕入債務の増減額（△は減少） △1,763,578 △1,406,804

未成工事受入金の増減額（△は減少） 838,956 1,380,103

その他の流動負債の増減額（△は減少） 490,575 437,485

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,131 △187,518

その他 △22,051 7,830

小計 3,704,842 4,434,048

利息及び配当金の受取額 57,987 46,806

利息の支払額 △283 △220

法人税等の支払額 △1,296,220 △1,190,723

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,466,326 3,289,910

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △7,995,664 △2,999,571

有価証券の売却による収入 7,120,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △91,180 △75,658

有形固定資産の売却による収入 － 13,500

無形固定資産の取得による支出 － △28,150

投資有価証券の取得による支出 － △59,539

投資有価証券の売却による収入 20,182 51,199

貸付金の回収による収入 101 100

その他 △11,756 14,521

投資活動によるキャッシュ・フロー △958,317 △2,083,597

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 712,000 －

配当金の支払額 △312,710 △315,097

自己株式の取得による支出 △5,767 △1,485

自己株式の売却による収入 14,311 20,233

財務活動によるキャッシュ・フロー 407,833 △296,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,915,842 909,963

現金及び現金同等物の期首残高 6,522,351 8,213,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,438,193 9,123,164



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

６．受注高、売上高及び繰越工事高

　（１）受注高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木 4,503,182 5,039,980 536,797 11.9 25,985,850

建築 1,923,330 1,355,431 △567,899 △29.5 11,015,374

計 6,426,513 6,395,411 △31,101 △0.5 37,001,225

不動産事業 78,305 144,313 66,008 84.3 409,739

合計 6,504,818 6,539,725 34,906 0.5 37,410,964

 

　（２）売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木 5,509,032 4,282,393 △1,226,639 △22.3 31,848,263

建築 1,296,045 1,314,373 18,327 1.4 13,477,265

計 6,805,078 5,596,766 △1,208,312 △17.8 45,325,528

不動産事業 78,305 144,313 66,008 84.3 409,739

合計 6,883,383 5,741,079 △1,142,304 △16.6 45,735,268

 

　（３）繰越工事高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木 13,078,415 8,979,439 △4,098,975 △31.3 8,221,852

建築 10,745,802 7,697,685 △3,048,117 △28.4 7,656,627

計 23,824,218 16,677,125 △7,147,093 △30.0 15,878,479

不動産事業 － － － － －

合計 23,824,218 16,677,125 △7,147,093 △30.0 15,878,479

　（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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