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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 6,969 △17.2 144 △12.0 148 1.3 161 283.9
21年3月期第2四半期 8,418 ― 163 ― 146 ― 41 ―

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2四半期 13.46 ―

21年3月期第2四半期 3.51 ―

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2四半期 12,067 2,935 24.3 245.08
21年3月期 14,235 2,821 19.8 235.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,935百万円 21年3月期  2,821百万円

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  有  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 18,500 △10.0 370 △22.4 300 △27.0 300 8.0 25.05
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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2四半期 12,000,000株 21年3月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  23,673株 21年3月期  22,274株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 11,976,760株 21年3月期第2四半期 11,979,324株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績につきましては、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断するデータに基づいて作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって異
なる可能性がございます。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気低迷や不安定な為替相場のなかで、企業

業績の悪化や設備投資の減少、雇用環境の悪化による個人消費の落ち込みなど、極めて厳しい状況で推

移しました。  

 建設業界におきましても、産業施設をはじめとした設備投資の低迷等により、依然として厳しい経営

環境でした。  

 このような状況の中で、当社は、安定経営の定着、手持ち工事量の確保等の目標に向け、事業活動を

推進してまいりました。その結果、受注高につきましては、94億73百万円（前年同期比0.6％増）とな

りました。工事種別では、一般ビル工事は、厚生・福祉施設工事等の増加により72億3百万円（前年同

期比12.6％増）、産業施設工事および電気工事は輸送用機器メーカーの工場関連施設工事の減少によ

り、それぞれ18億35百万円（前年同期比24.1％減）、4億34百万円（前年同期比27.2％減）となりまし

た。  

 完成工事高につきましては、69億69百万円（前年同期比17.2％減）となりました。工事種別では、一

般ビル工事は店舗・商業施設工事の減少により46億6百万円（前年同期比8.9％減）、産業施設工事およ

び電気工事は輸送用機器メーカーの工場関連施設工事の減少により、それぞれ18億64百万円（前年同期

比31.4％減）、4億99百万円（前年同期比22.4％減）となりました。  

 損益面につきましては、完成工事高の減少による利益減はありましたが、工事原価管理および工事品

質管理の徹底による直接工事原価削減の効果などにより、第２四半期累計期間の経常利益は１億48百万

円（前年同期比1.3％増）となり、特別利益として貸倒引当金戻入額を計上したことにより四半期純利

益は1億61百万円（前年同期比283.9％増）となりました。  

  

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ21億67百万円減少し120億67百万円

となりました。主な減少理由は、完成工事未収入金の減少によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ22億82百万円減少し91億32百万円となりました。主な減少理由は、

支払手形および工事未払金の減少によるものであります。 

純資産は、四半期純利益の計上等により前事業年度末に比べ1億14百万円増加し、29億35百万円とな

りました。 

  

今後の経済見通しにつきましては、特に建設業においては補正予算の凍結等、一層厳しい状況が続く

と予想されます。 

このような厳しい経営環境ではありますが、当社は、①黒字継続により安定経営を定着させる、②平

成21年度以降の経営基盤を固めるため、受注目標達成による手持ち工事量を確保する、③株式会社関電

工との協業メリットを 大限創出する、の３点を基本方針として、全社一丸となって諸施策に取り組ん

でまいります。 

通期業績予想につきましては、 近の動向を踏まえ予想数値を修正いたしました。受注高200億円、

完成工事高185億円、営業利益3億70百万円、経常利益3億円、当期純利益3億円となる見込であります。

また期末配当につきましては、１株当たり３円の予想に修正いたしました。 

 詳細は、平成21年10月28日付「業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

なお、これら通期業績予想は、現時点で入手可能な情報および合理的であると判断するデータに基づ

いて作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、会計年度に係る

減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

  

会計処理の原則及び手続の変更 

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、長期大型工事（工期１年超かつ請負金額10億円

以上で進捗率が20％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、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）および「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、第１四半期会計期間に着手した工事契約から、当第２

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。 

 なお、平成21年3月31日以前に着手した工事契約のうち、（工期１年超かつ請負金額10億円以上で

進捗率が20％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

ります。 

 これにより、従来によった場合と比べ、当第２四半期累計期間に係る完成工事高は6億98百円増加

し、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益は、それぞれ27百円増加しております。 

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

(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
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５．【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,869,585 1,985,597

受取手形 715,431 954,439

完成工事未収入金 2,247,409 4,279,610

未成工事支出金 2,780,581 2,734,919

その他 804,722 660,488

貸倒引当金 △56,400 △88,400

流動資産合計 8,361,330 10,526,655

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,420,557 1,433,814

土地 1,738,436 1,743,545

その他（純額） 44,319 38,769

有形固定資産計 3,203,313 3,216,129

無形固定資産 94,062 61,825

投資その他の資産   

その他 811,524 881,247

貸倒引当金 △402,754 △450,435

投資その他の資産計 408,770 430,811

固定資産合計 3,706,146 3,708,766

資産合計 12,067,477 14,235,421

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,957,663 2,918,118

工事未払金 1,892,536 3,377,673

短期借入金 1,062,000 380,000

未払法人税等 20,020 19,822

未払消費税等 43,561 －

未成工事受入金 1,885,466 1,775,795

賞与引当金 169,394 197,522

完成工事補償引当金 83,203 91,023

その他 1,127,380 922,958

流動負債合計 8,241,227 9,682,913

固定負債   

長期借入金 － 882,000

退職給付引当金 833,169 821,846

その他 57,915 27,644

固定負債合計 891,084 1,731,490

負債合計 9,132,312 11,414,404
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,581,000 1,581,000

資本剰余金 395,250 395,250

利益剰余金 947,955 822,671

自己株式 △5,342 △5,211

株主資本合計 2,918,863 2,793,709

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,301 27,308

評価・換算差額等合計 16,301 27,308

純資産合計 2,935,165 2,821,017

負債純資産合計 12,067,477 14,235,421
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

完成工事高 8,418,294 6,969,641

完成工事原価 7,571,866 6,203,552

完成工事総利益 846,427 766,089

販売費及び一般管理費 682,622 621,981

営業利益 163,804 144,107

営業外収益   

受取配当金 8,628 2,423

貸倒引当金戻入額 8,972 32,850

その他 4,432 1,453

営業外収益合計 22,033 36,727

営業外費用   

支払利息 26,145 19,510

売上債権売却損 2,370 4,484

その他 10,992 8,587

営業外費用合計 39,508 32,583

経常利益 146,329 148,251

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 32,222

特別利益合計 － 32,222

特別損失   

減損損失 － 5,109

貸倒引当金繰入額 90,699 －

特別損失合計 90,699 5,109

税引前四半期純利益 55,630 175,365

法人税等 13,637 14,147

四半期純利益 41,992 161,217
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  
  
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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
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