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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 16,299 △1.9 284 ― 284 ― 206 ―

21年3月期第2四半期 16,615 32.0 △189 ― △170 ― △195 ―

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 6.22 ―

21年3月期第2四半期 △5.72 ―

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 38,906 13,714 35.3 413.56
21年3月期 48,938 13,606 27.8 410.26

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,714百万円 21年3月期  13,606百万円

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

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）

― 4.00 4.00

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 43,500 △15.9 630 △17.2 530 △21.1 330 ― 9.95



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、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) 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、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。 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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） 22年3月期第2四半期 34,367,644株 21年3月期  34,367,644株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,205,244株 21年3月期  1,201,420株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 33,163,567株 21年3月期第2四半期 34,182,894株



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 

 当第２四半期におけるわが国経済は、期初から企業収益の悪化状態が継続し、雇用環境も回復せず厳しい経済状況

の中で推移いたしました。 

 一方、当社グループの事業の中核となる建設産業を取り巻く情勢は、景気の先行き不透明感が高い中、民間設備投

資や住宅建設は大幅に減少し、経済対策として打ち出された補正予算もその影響は限定的であり、極めて厳しい状況

でありました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは事業の一層の伸張を期して鋭意努力をしてまいりました結果、当第２

四半期の売上高は162億99百万円(前年同期比1.9％減）となりました。 

 損益面につきましては、選別受注の徹底やきめ細かい原価低減策により建設事業の採算性が向上した結果、経常利

益2億84百万円（前年同期は経常損失1億70百万円）となり、さらに売上債権の減少による一般債権貸倒引当金の戻入

額を特別利益に計上したことにより、四半期純利益は2億6百万円（前年同期は四半期純損失1億95百万円）となりま

した。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

（建設事業） 

 建設事業におきましては、繰越工事が少なかったものの、工事進行基準による売上が増加したため、売上高は144

億56百万円（前年同期比1.5％減）となりました。利益面につきましては、売上に計上した大型物件の採算性が向上

したことにより、営業利益は96百万円（前年同期は営業損失3億95百万円）となりました。 

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、売上高は6億20百万円（前年同期比18.5％増）となりましたが、新規賃貸事業の展開

に伴う減価償却費などの固定費が発生しているため、営業損失は32百万円（前年同期は営業損失38百万円）となりま

した。 

（その他の事業） 

 その他の事業におきましては、震災関連工事の減少に伴い建材製造販売の売上が減少したため、売上高は12億22百

万円（前年同期比13.6％減）となり、営業利益は2億42百万円（前年同期比20.1％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、389億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ100億31百万円減少いたしました。そ

の主な要因といたしましては、工事代金の入金により受取手形・完成工事未収入金等が79億97百万円減少したことに

よります。 

 負債の部におきましては、前連結会計年度末より、101億39百万円減少し、251億91百万円となりました。その主な

要因といたしましては、返済により借入金が52億67百万円減少したことや、上半期に工事量が減少するという建設事

業特有の季節的変動要因により支払手形・工事未払金等が38億49百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部におきましては、前連結会計年度末より、1億7百万円増加し、137億14百万円となりました。その主な

要因といたしましては、利益剰余金が配当金の支払いにより99百万円減少したものの、四半期純利益により2億6百万

円増加したことによるものであります。 

・キャッシュ・フローの状況 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は23億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して

28億89百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は22億99百万円（前年同期は使用した資金34億2百万円）となりました。その主な

要因といたしましては、売上債権の減少額79億97百万円であります。これは、売上債権の回収が順調に推移し、当

第２四半期の売上債権の増加額を上回ったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は1億88百万円（前年同期は使用した資金21億10百万円）となりました。その主な

要因といたしましては、預け入れ期間が３ヶ月を超える定期預金2億77百万が満期をむかえたことによるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は53億77百万円（前年同期は得られた資金43億79百万円）となりました。その主な

要因といたしましては、売上債権の回収によって得られた資金により借入金を返済したことによるものでありま

す。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年5月15日に公表いたしました平成22年3月期通期の連結業績予想に変更はありません。業績の見通しに変更

等が生じる場合には、速やかに開示いたします。 

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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、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適用後の実

効税率を合理的に見積もり、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、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」とし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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 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1億円以上）

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、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

１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第２四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（工事の進捗度の見積は原価比例法）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、長期大型工事（工期1年以上、かつ請負金額1億円以

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引き続き適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間に係る完成工事高は13億14百万円

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が、それぞれ79百万円増加しております。 



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,454,486 5,620,761

受取手形・完成工事未収入金等 9,969,144 17,966,794

販売用不動産 1,194,186 1,355,651

商品 3,934 3,855

未成工事支出金等 6,597,550 4,797,324

材料貯蔵品 68,958 68,014

その他 1,635,772 2,054,031

貸倒引当金 △228,733 △311,416

流動資産合計 21,695,301 31,555,016

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,781,147 4,393,161

土地 7,918,607 7,903,463

その他（純額） 974,627 1,502,335

有形固定資産計 13,674,382 13,798,960

無形固定資産 335,253 364,852

投資その他の資産   

その他 3,263,385 3,935,217

貸倒引当金 △61,795 △716,043

投資その他の資産計 3,201,590 3,219,173

固定資産合計 17,211,226 17,382,986

資産合計 38,906,528 48,938,002

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 8,417,353 12,266,409

短期借入金 6,469,136 11,635,536

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払法人税等 216,069 140,455

未成工事受入金 1,861,405 2,399,091

引当金   

賞与引当金 158,469 191,828

役員賞与引当金 － 11,430

完成工事補償引当金 58,565 63,159

工事損失引当金 258,086 358,786

訴訟損失引当金 15,490 46,226

その他 932,357 1,095,083

流動負債合計 18,686,933 28,508,008



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,862,950 1,964,318

引当金   

退職給付引当金 2,262,792 2,170,055

役員退職慰労引当金 381,181 360,848

債務保証損失引当金 184,194 191,496

その他 1,813,889 2,136,615

固定負債合計 6,505,007 6,823,333

負債合計 25,191,941 35,331,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,315,671 5,315,671

資本剰余金 5,359,413 5,359,413

利益剰余金 3,898,046 3,791,301

自己株式 △151,894 △151,366

株主資本合計 14,421,236 14,315,019

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66,237 △67,946

土地再評価差額金 △640,411 △640,411

評価・換算差額等合計 △706,649 △708,358

純資産合計 13,714,587 13,606,661

負債純資産合計 38,906,528 48,938,002



（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）

前第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) 

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

売上高 16,615,465 16,299,912

売上原価 15,154,695 14,440,450

売上総利益 1,460,769 1,859,462

販売費及び一般管理費 1,650,659 1,574,475

営業利益又は営業損失（△） △189,890 284,986

営業外収益   

受取利息 10,517 23,513

受取配当金 15,960 16,424

受取保険金 52,693 －

受取手数料 7,800 5,700

その他 12,921 17,217

営業外収益合計 99,893 62,855

営業外費用   

支払利息 70,359 55,791

その他 9,677 7,100

営業外費用合計 80,037 62,891

経常利益又は経常損失（△） △170,034 284,950

特別利益   

前期損益修正益 92,814 107,387

固定資産売却益 855 1,238

その他 1,413 12,471

特別利益合計 95,083 121,097

特別損失   

前期損益修正損 578 －

固定資産売却損 515 0

固定資産除却損 1,105 20,012

販売用不動産評価損 57,247 －

貸倒引当金繰入額 136,201 －

その他 12,752 －

特別損失合計 208,400 20,012

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△283,351 386,035

法人税等 △87,843 179,792

四半期純利益又は四半期純損失（△） △195,507 206,243



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,289,879 11,341,970

売上原価 9,394,257 10,137,303

売上総利益 895,622 1,204,667

販売費及び一般管理費 774,191 808,026

営業利益 121,430 396,640

営業外収益   

受取利息 7,701 14,426

受取配当金 584 150

受取保険金 50,693 －

受取手数料 3,400 3,200

その他 5,957 8,864

営業外収益合計 68,336 26,640

営業外費用   

支払利息 39,719 25,539

その他 7,561 6,284

営業外費用合計 47,281 31,823

経常利益 142,485 391,458

特別利益   

前期損益修正益 64,318 17,377

固定資産売却益 － 843

その他 1,137 －

特別利益合計 65,456 18,220

特別損失   

固定資産売却損 515 0

固定資産除却損 25 3,845

貸倒引当金繰入額 136,201 －

その他 11,323 －

特別損失合計 148,065 3,845

税金等調整前四半期純利益 59,877 405,833

法人税等 25,270 155,418

四半期純利益 34,606 250,414



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△283,351 386,035

減価償却費 244,330 307,496

のれん償却額 11,744 7,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） △412,433 △736,931

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,908 △33,358

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,368 △11,430

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 40,578 △4,593

工事損失引当金の増減額（△は減少） 231,117 △100,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,645 92,736

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △174,859 20,332

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △5,553 △7,302

受取利息及び受取配当金 △26,477 △39,938

支払利息 70,359 55,791

売上債権の増減額（△は増加） 1,095,472 7,997,649

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △7,771,404 △1,800,225

たな卸資産の増減額（△は増加） 164,248 148,897

仕入債務の増減額（△は減少） 988,287 △3,849,056

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,516,327 △491,449

その他 526,346 867,325

小計 △2,760,897 2,808,315

利息及び配当金の受取額 26,477 39,938

利息の支払額 △74,497 △49,883

和解金の支払額 － △372,900

法人税等の支払額 △593,767 △125,950

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,402,684 2,299,519

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 △1,373,098 △90,733

有形固定資産の売却による収入 1,877 3,008

投資有価証券の取得による支出 △22,622 △39,070

貸付けによる支出 △440,000 －

貸付金の回収による収入 24,250 35,185

その他 △300,859 280,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,110,453 188,507

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） 4,400,000 △5,500,000

長期借入れによる収入 200,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △82,768 △267,768

自己株式の取得による支出 △1,236 △527

配当金の支払額 △136,746 △96,660

その他 － △12,342

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,379,248 △5,377,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,133,889 △2,889,271

現金及び現金同等物の期首残高 4,413,789 5,271,954

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,279,900 2,382,683



（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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

当第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

（６）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。 

 
建設事業 

（千円） 

不動産事業 

（千円） 

その他の事業

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 14,675,850 523,716 1,415,898 16,615,465 － 16,615,465 

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

924,895 13,639 85,350 1,023,886 (1,023,886) － 

  計 15,600,746 537,356 1,501,248 17,639,351 (1,023,886) 16,615,465 

営業利益（△は営業損失） △395,519 △38,177 303,508 △130,188 (59,701) △189,890 

 
建設事業 

（千円） 

不動産事業 

（千円） 

その他の事業

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 14,456,295 620,795 1,222,821 16,299,912 － 16,299,912 

(2）セグメント間の内部売上高又は
振替高 

6,816 22,244 85,455 114,516 (114,516) － 

  計 14,463,112 643,040 1,308,277 16,414,429 (114,516) 16,299,912 

営業利益（△は営業損失） 96,995 △32,882 242,488 306,601 (21,614) 284,986 



６．その他の情報 

（１）連結受注実績                                   （単位：千円） 

（２）連結売上実績                                   （単位：千円） 

（３）提出会社単独の建設事業受注高、売上高及び繰越高の状況              （単位：百万円） 

  

        期別 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 前連結会計年度 

 項目 
（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日） 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日） 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

 建設事業 22,478,512 14,680,918 39,389,566 

 不動産事業 523,716 620,795 1,400,040 

 その他の事業 1,459,446 1,398,379 3,091,495 

 合計 24,461,675 16,700,093 43,881,103 

        期別 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 前連結会計年度 

 項目 
（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日） 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日） 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

 建設事業 14,675,850 14,456,295 47,179,264 

 不動産事業 523,716 620,795 1,400,040 

 その他の事業 1,415,898 1,222,821 3,133,992 

 合計 16,615,465 16,299,912 51,713,297 

 
前第２四半期累計期間 

 （Ｈ20.4.1～Ｈ20.9.30） 

当第２四半期累計期間  

 （Ｈ21.4.1～Ｈ21.9.30）  
 増減 

  官公庁 民間  計(A)  
構成比 

(%) 
官公庁 民間 計(B) 

構成比 

(%) 

金額 

(B-A) 

率 

(%) 

受 

注 

高 

土木  5,186 4,175 9,361 43.2 3,643 3,123 6,767 50.3 △2,594 △27.7

建築  2,628 9,689 12,318 56.8 1,767 4,923 6,691 49.7 △5,626 △45.7

計 7,814 13,865 21,679 100.0 5,411 8,046 13,458 100.0 △8,221 △37.9

構成比(%) 36.0 64.0 100.0  40.2 59.8 100.0     

売 

上 

高 

土木  3,942 2,153 6,096 42.1 3,344 2,068 5,412 38.6 △683 △11.2

建築  955 7,420 8,376 57.9 2,280 6,334 8,615 61.4 238 2.8

計 4,898 9,574 14,473 100.0 5,624 8,403 14,027 100.0 △445 △3.1

構成比(%) 33.8 66.2 100.0  40.1 59.9 100.0     

繰 

越 

高 

土木  16,204 3,433 19,637 51.6 8,951 3,259 12,210 53.7 △7,427 △37.8

建築  3,292 15,129 18,422 48.4 2,815 7,709 10,525 46.3 △7,896 △42.9

計  19,496 18,563 38,059 100.0 11,766 10,969 22,736 100.0 △15,323 △40.3

構成比(%) 51.2 48.8 100.0  51.8 48.2 100.0     
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