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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 11,847 36.2 △396 ― △318 ― △176 ―

21年3月期第1四半期 8,695 ― △687 ― △555 ― △561 ―

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 △7.14 ―

21年3月期第1四半期 △22.63 ―

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 50,970 18,806 35.7 735.22
21年3月期 57,484 18,647 31.4 728.75

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,182百万円 21年3月期  18,023百万円

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 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

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  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 
連結累計期間

28,000 16.4 0 ― 50 ― 30 ― 1.21

通期 74,000 5.9 1,500 △13.3 1,600 △14.3 850 116.1 34.37
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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  

(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） 

(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 

上記に記載した予測数値は、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、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、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」をご覧ください。 

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 27,060,000株 21年3月期  27,060,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,328,891株 21年3月期  2,327,683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 24,731,438株 21年3月期第1四半期 24,788,336株
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名工建設㈱（１８６９）平成22年3月期　第１四半期決算短信

１．連結経営成績に関する定性的情報

　　　当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融不安が実体経済に波及し、雇用不安や個人

　　所得の減少から個人消費も厳しさを増しており、国内景気の先行きは依然厳しい状況であります。

　　　建設業界におきましても、市場規模の縮小トレンドが依然として変わらず、先行きは依然不透

　　明な状況となっております。

　　　このような情勢下、当社グループは、安全と品質確保並びに技術力の向上を重点に事業活動を

　　積極的に進めてまいりましたが、当第1四半期の連結業績は、売上高は3,151百万円増加の11,847

　　百万円となりました。利益におきましては、営業損失が396百万円、経常損失は318百万円で四半

　　期純損失は176百万円となりました。

　　　なお、当社グループの主たる事業であります建設事業は、工事の完成引渡しが下半期、特に第

　　4四半期に偏るという季節的変動要因があります。とりわけ第1四半期の売上高は経過期間の割合

　　に対して少ないため、営業利益の段階で損失を計上しておりますが、今年度の業績は概ね予定通

　　り推移しており、通期の収益計画は変更しておりません。 　

２．連結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１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ売掛債権の回収に伴い受取手形・

　　完成工事未収入金等が大幅に減少し、借入金等を圧縮したことにより6,513百万円減少し50,970

　　百万円となりました。

　　　純資産につきましては、利益剰余金で300百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金

　　が460百万円増加したことなどにより、159百万円増の18,806百万円となりました。また、自己

　　資本比率は35.7％、1株当たり純資産は735円22銭となりました。　　

　（２）キャッシュ・フローの状況

　　　営業活動によるキャッシュ・フローは8,846百万円の増加となりました。主な要因は、税金

　　等調整前四半期純損失が 323百万円、未成工事支出金の増加 4,475百万円、仕入債務の減少

　　938百万円の支出要因がありましたが、収入要因として売上債権の回収による受取手形・完成

　　工事未収入金等の減少が13,446百万円ありました。

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは2,339百万円の減少となりました。主な要因は有形固

　　定資産の取得2,497百万円であります。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは6,927百万円の減少となりました。主な要因は借入金

　　の返済6,800百万円、配当金の支払い123百万円などです。

　　　以上の結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 420

　　百万円減少し、2,819百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　　今年度通期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益の連結業績予想については平成21年

　　5月13日に公表しました通りであります。

定性的情報･財務諸表等
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名工建設㈱（１８６９）平成22年3月期　第１四半期決算短信

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）

　　　　　該当事項はありません。

　（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

　　　１．税金費用の算定方法

　　　　　　税金費用の算定については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前

　　　　　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算定しております。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。

　（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

　　　１．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、長期大型工事（工期1年以上、かつ

　　　　　請負金額2億円以上）については工事進行基準を、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、当第1四半期連結会計期間から「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。

　　　　　　これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第1四半期連結累計期間に係る完成工

　　　　　事高は305百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ

　　　　　20百万円減少しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（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   

現金及び預金 2,819 3,239

受取手形・完成工事未収入金等 16,260 29,730

未成工事支出金 7,297 2,822

その他のたな卸資産 769 795

繰延税金資産 749 597

その他 1,345 1,521

貸倒引当金 △282 △299

流動資産合計 28,958 38,409

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 5,754 4,608

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 676 737

土地 5,254 4,243

建設仮勘定 342 114

有形固定資産計 12,027 9,704

無形固定資産   

ソフトウエア 403 433

その他 21 21

無形固定資産計 425 454

投資その他の資産   

投資有価証券 8,179 7,554

その他 2,261 2,228

貸倒引当金 △882 △868

投資その他の資産計 9,558 8,914

固定資産合計 22,011 19,074

資産合計 50,970 57,484

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,356 16,019

短期借入金 6,850 14,350

1年内償還予定の社債 2,150 2,150

未払法人税等 18 1

未成工事受入金 2,324 1,477

完成工事補償引当金 29 28

工事損失引当金 153 79

賞与引当金 402 969

役員賞与引当金 14 23

その他 1,636 1,520

流動負債合計 28,936 36,619
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（単位：百万円）

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) 

固定負債   

長期借入金 2,550 1,850

繰延税金負債 417 102

退職給付引当金 23 24

役員退職慰労引当金 59 56

その他 176 183

固定負債合計 3,226 2,217

負債合計 32,163 38,836

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,594 1,594

資本剰余金 1,854 1,854

利益剰余金 15,509 15,809

自己株式 △1,214 △1,213

株主資本合計 17,744 18,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 438 △21

評価・換算差額等合計 438 △21

少数株主持分 623 623

純資産合計 18,806 18,647

負債純資産合計 50,970 57,484
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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）

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 8,695 11,847

売上原価 8,059 10,964

売上総利益 636 882

販売費及び一般管理費 1,324 1,279

営業損失（△） △687 △396

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 138 83

受取地代家賃 23 23

その他 11 6

営業外収益合計 173 113

営業外費用   

支払利息 37 34

その他 4 1

営業外費用合計 41 35

経常損失（△） △555 △318

特別利益   

前期損益修正益 50 28

投資有価証券売却益 13 0

その他 0 2

特別利益合計 63 30

特別損失   

前期損益修正損 18 7

固定資産除却損 － 27

貸倒引当金繰入額 522 －

その他 6 0

特別損失合計 547 35

税金等調整前四半期純損失（△） △1,038 △323

法人税等 △478 △146

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純損失（△） △561 △176
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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）

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損失（△） △1,038 △323

減価償却費 216 180

のれん償却額 △3 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 481 △2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 29 74

賞与引当金の増減額（△は減少） △650 △566

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 2

受取利息及び受取配当金 △139 △83

支払利息 37 34

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △13 △0

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △2

有形固定資産除却損 5 27

売上債権の増減額（△は増加） 19,330 13,446

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,346 △4,475

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 14 26

その他の資産の増減額（△は増加） △595 161

仕入債務の増減額（△は減少） △5,500 △938

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,707 847

その他の負債の増減額（△は減少） 313 391

その他 △6 △3

小計 8,820 8,786

利息及び配当金の受取額 139 83

利息の支払額 △31 △21

法人税等の支払額 △70 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,858 8,846

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 △265 △2,497

有形固定資産の売却による収入 28 3

無形固定資産の取得による支出 △25 △1

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 1,327 156

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,064 △2,339
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（単位：百万円）

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) 

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） △9,300 △7,300

長期借入れによる収入 － 700

長期借入金の返済による支出 △200 △200

社債の償還による支出 △50 －

自己株式の取得による支出 △43 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △124 △123

少数株主への配当金の支払額 △4 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,721 △6,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 200 △420

現金及び現金同等物の期首残高 2,234 3,239

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,435 2,819
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名工建設㈱（1869）平成22年３月期　第1四半期決算短信

（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。
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名工建設㈱（１８６９）平成22年3月期　第1四半期決算短信

【参考】

１．個別業績の概要

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

ａ.個別経営成績（累計）

（％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 11,603 36.0 △385 － △305 － △170 －

21年3月期第1四半期 8,532 － △658 － △527 － △539 －

円 　銭

22年3月期第1四半期 △6.87 －

21年3月期第1四半期 △21.73 －

ｂ．個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 　銭

22年3月期第1四半期 49,940 17,886 35.8 723.22

21年3月期 56,682 17,722 31.3 716.58

（参考）自己資本 22年3月期第1四半期 17,886 百万円 21年3月期 17,722 百万円

（注）上記個別業績は、四半期財務諸表規則に基づいて作成していますが、法定開示におけるレビュー対象ではありま

　　　せん。

（2）平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

（％表示は対前期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．個別業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々な要因により予想値と異なる

　　可能性があります。

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

1株当たり四半期純利益

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 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 　銭

第2四半期
累計期間

27000 16.1 0 － 50 － 30 － 1.21

通期 72,000 5.7 1,500 △11.4 1,600 △11.6 850 130.4 34.37

1株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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名工建設㈱（1869）平成22年3月期　第1四半期決算短信

四半期個別財務諸表

　（１）四半期貸借対照表

（単位　百万円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

資産の部

流動資産

現金預金 2,521 2,890

受取手形・完成工事未収入金等 16,125 29,567

未成工事支出金 6,874 2,640

その他のたな卸資産 768 794

繰延税金資産 739 595

その他 1,287 1,522

貸倒引当金 △282 △298

流動資産合計 28,034 37,713

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,703 4,554

機械、運搬具及び工具器具備品 675 735

土地 5,145 4,132

建設仮勘定 342 114

有形固定資産合計 11,866 9,536

無形固定資産

ソフトウェア 403 433

その他 21 21

無形固定資産合計 425 454

投資その他の資産

投資有価証券 8,265 7,651

その他 2,215 2,194

貸倒引当金 △866 △868

投資その他の資産合計 9,615 8,977

固定資産合計 21,906 18,969

資産合計 49,940 56,682

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示に

　　　おけるレビュー対象ではありません。

当第１四半期会計期間末

（平成２１年６月３０日） （平成２1年３月３１日）

－12－



名工建設㈱（1869）平成22年３月期　第1四半期決算短信

（単位　百万円）

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 15,138 15,898

短期借入金 7,350 14,850

１年以内償還予定の社債 2,100 2,100

未払法人税等 14 －

未成工事受入金 2,115 1,411

完成工事補償引当金 29 28

工事損失引当金 153 79

賞与引当金 391 954

役員賞与引当金 5 14

その他 1,619 1,493

流動負債合計 28,917 36,828

固定負債

長期借入金 2,550 1,850

繰延税金負債 411 99

その他 175 182

固定負債合計 3,136 2,131

負債合計 32,054 38,959

純資産の部

株主資本

資本金 1,594 1,594

資本剰余金

資本準備金 1,746 1,746

その他資本剰余金 4 4

資本剰余金合計 1,751 1,751

利益剰余金

利益準備金 398 398

その他利益剰余金

　固定資産圧縮積立金 229 229

　固定資産圧縮特別勘定積立金 50 50

　別途積立金 14,035 14,035

　繰越利益剰余金 602 896

利益剰余金合計 15,316 15,609

自己株式 △1,214 △1,213

株主資本合計 17,447 17,741

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 438 △19

評価・換算差額等合計 438 △19

純資産合計 17,886 17,722

負債純資産合計 49,940 56,682

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

（平成２１年６月３０日） （平成２1年３月３１日）

当第１四半期会計期間末
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名工建設㈱（1869）平成22年３月期　第1四半期決算短信

（２）四半期損益計算書

　　【第1四半期累計期間】

（単位　百万円）

前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間

（自　平成２０年　４月　１日 （自　平成２１年　４月　１日

　至　平成２０年　６月３０日）　至　平成２１年　６月３０日）

売上高 8,532 11,603

売上原価 7,924 10,780

売上総利益 608 822

販売費及び一般管理費 1,266 1,207

営業外損失（△） △658 △385

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 142 85

受取地代家賃 23 25

その他 6 5

営業外収益合計 173 116

営業外費用

支払利息 38 35

その他 4 1

営業外費用合計 42 36

経常損失（△） △527 △305

特別利益

前期損益修正益 48 26

投資有価証券売却益 13 0

その他 0 0

特別利益合計 61 27

特別損失

前期損益修正損 14 6

固定資産除却損 － 27

貸倒引当金繰入額 522 －

その他 6 0

特別損失合計 543 35

税引前四半期純損失（△） △1,009 △313

法人税等 △470 △143

四半期純損失（△） △539 △170

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示に
　　　おけるレビュー対象ではありません。
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「参考」

四半期個別受注の概況

（１）個別受注実績

平成22年3月期第１四半期 9,144 百万円 △2.2 ％

平成21年3月期第１四半期 9,345 百万円 △37.2 ％

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額

　　　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）

（２）個別受注予想

平成22年3月期予想 30,000 百万円 22.7 ％ 74,000 百万円 △1.8 ％

平成21年3月期実績 24,452 百万円 △28.7 ％ 75,322 百万円 △7.0 ％

【個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等】

　　第１四半期の受注実績については、前年第１四半期に比べ建築の官公庁、民間が増加した

　　ものの、土木の鉄道関係が減少し、総額で2.2％減の9,144百万円となりました。

　　第２四半期・通期の受注予想については、平成21年5月13日に発表したものと変更ありません。

※　上記予想は、発表日現在入手可能な情報に基づき当社が予測したものであり、実際の受注は、

　　 経済情勢等の様々な要因により変動する可能性があります。

受注高

第２四半期 通　期

第１四半期 構成比 第１四半期 構成比 比較増減 増減率

％ ％ ％

官 公 庁 559 6.1 523 5.6 36 7.0

土木 鉄 道 関 係 3,473 38.0 4,832 51.7 △1,359 △28.1

民 間 538 5.9 437 4.7 100 23.0

計 4,571 50.0 5,793 62.0 △1,222 △21.1

官 公 庁 1,154 12.6 399 4.3 754 189.0

建築 鉄 道 関 係 504 5.5 614 6.6 △110 △18.0

民 間 2,914 31.9 2,537 27.1 377 14.9

計 4,573 50.0 3,552 38.0 1,021 28.8

官 公 庁 1,714 18.7 922 9.9 791 85.8

合計 鉄 道 関 係 3,977 43.5 5,447 58.3 △1,470 △27.0

民 間 3,453 37.8 2,975 31.8 477 16.0

計 9,144 100.0 9,345 100.0 △200 △2.2

平成２２年３月期 平成２1年３月期

区　　　　　分
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