
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 矢作建設工業株式会社 上場取引所 東 名 
コード番号 1870 URL http://www.yahagi.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 山田 文男
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 舩橋 太道 TEL 052-935-2348
四半期報告書提出予定日 平成21年11月10日 配当支払開始予定日 平成21年11月27日

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 40,470 2.5 4,112 37.6 3,793 30.3 1,898 50.6
21年3月期第2四半期 39,468 ― 2,988 ― 2,910 ― 1,260 ―

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 43.72 ―
21年3月期第2四半期 28.94 ―

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 101,766 26,886 26.3 617.34
21年3月期 109,368 25,259 23.0 579.76

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  26,803百万円 21年3月期  25,176百万円

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  
(注)平成21年３月期期末配当金の内訳  普通配当 ７円00銭、記念配当 １円00銭 

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
22年3月期 ― 7.00
22年3月期 

（予想） ― 7.00 14.00

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 85,000 0.7 5,100 △15.2 4,300 △22.8 2,000 △17.4 46.06
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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  無  

(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（３）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、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、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。 

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 44,607,457株 21年3月期  44,607,457株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,190,485株 21年3月期  1,182,194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 43,419,018株 21年3月期第2四半期 43,562,129株
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、景況感に下げ止まりからやや上向きの兆しが

見られるものの、昨年からの企業収益の悪化により民間設備投資は停滞し、雇用情勢の不安定化によ

り個人消費意欲が低迷するなど、依然厳しい状況で推移してまいりました。 

建設業界におきましても、住宅・不動産市況の悪化、民間設備投資の減少など取り巻く環境は依然

厳しい状況が続いており、先行きは引き続き不透明な状況となっております。 

 このような状況の中、当社グループは安定した収益を確保すべく、各カンパニーを始めグループ

総力を挙げて、経営理念である差別化戦略を徹底的に遂行してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が 百万円（前年同四半期比 ％

増）、営業利益が 百万円（前年同四半期比 ％増）、経常利益が 百万円（前年同四半

期比 ％増）、四半期純利益が 百万円（前年同四半期比 ％増）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あります。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産の残高は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。 

 負債の残高は、支払手形・工事未払金等や借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ

百万円減少の 百万円となりました。 

 純資産の残高は、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に

比べ 百万円増加の 百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、

百万円（前連結会計年度末比 百万円増）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の資金の使用）とな

りました。これは売上債権の回収が順調に進んだこと及び販売用不動産の売却が主な原因であり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期比 百万円減）となりました。これは

主に有形固定資産の取得に伴う支出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） 

 財務活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の資金の獲得）とな

りました。これは主に手元資金を十分に確保し、安定した資金運営を継続しつつ有利子負債の圧

縮も進めたことによるものであります。 

  

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

40,470 2.5

4,112 37.6 3,793

30.3 1,898 50.6

 （建設事業）  完成工事高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となり、部門別で

は、建築工事が 百万円（前年同四半期比 ％減）、土木工事が 百

万円（前年同四半期比 ％減）となりました。建築工事の内訳は、耐震補強

工事 百万円（前年同四半期比 ％増）、一般建築工事 百万円

（前年同四半期比 ％減）であります。 

また、営業利益は 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

32,729 3.3

25,532 4.0 7,197

0.6

15,055 60.5 10,477

39.2

3,467 24.4

（不動産事業等） 不動産事業等につきましては、分譲マンションの販売が主であり、兼業事業

売上高は 百万円（前年同四半期比 %増）、営業利益は 百万円（前

年同四半期比 ％増）となりました。 

7,740 37.7 662

58.8

２．連結財政状態に関する定性的情報

7,602 101,766

9,228

74,879

1,626 26,886

23,843

1,913

5,898 2,974

48 59

3,935 9,564
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 平成21年５月７日に公表いたしました連結業績予想につきましては、特に変更ございません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計処理方法の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年超の工事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、「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）を第１四半期連結会計期間より適

用し、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年超の工事については工事

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 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 百

万円増加しております。 

  

[補足説明] 

 本会計処理方法の変更による影響額の算定は、平成21年４月１日以降に着手した工期１年

以内の工事のうち、各四半期連結会計期間末において引渡しが未了の工事が対象となりま

す。したがって、工事の引渡し時期により、各四半期ごとの影響額は変動いたします。 

  

  

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

4,903 946

矢作建設工業(株)（1870）平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 4 -



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 24,269 22,155

受取手形・完成工事未収入金等 18,261 24,954

有価証券 － 199

未成工事支出金 6,025 5,573

販売用不動産 17,129 34,065

商品及び製品 32 49

材料貯蔵品 156 470

繰延税金資産 801 915

その他 1,998 1,449

貸倒引当金 △9 △13

流動資産合計 68,665 89,820

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 18,954 12,017

機械、運搬具及び工具器具備品 2,198 2,139

土地 15,686 9,430

リース資産 27 27

建設仮勘定 278 －

減価償却累計額 △9,557 △9,328

有形固定資産計 27,588 14,287

無形固定資産 244 213

投資その他の資産   

投資有価証券 2,553 2,428

繰延税金資産 1,049 801

その他 2,530 2,585

貸倒引当金 △864 △768

投資その他の資産計 5,268 5,047

固定資産合計 33,101 19,548

資産合計 101,766 109,368
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,406 17,432

短期借入金 32,519 35,290

1年内償還予定の社債 2,200 2,200

リース債務 6 6

未払法人税等 1,993 1,263

未成工事受入金 1,942 3,004

完成工事補償引当金 106 109

工事損失引当金 27 24

役員賞与引当金 46 98

その他 1,791 2,003

流動負債合計 53,040 61,433

固定負債   

長期借入金 15,011 15,820

リース債務 18 22

退職給付引当金 2,045 1,968

役員退職慰労引当金 468 465

再評価に係る繰延税金負債 64 64

長期預り金 4,165 4,259

その他 65 75

固定負債合計 21,839 22,675

負債合計 74,879 84,108

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 19,345 17,794

自己株式 △568 △563

株主資本合計 32,829 31,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 366 285

土地再評価差額金 △6,393 △6,393

評価・換算差額等合計 △6,026 △6,107

少数株主持分 83 83

純資産合計 26,886 25,259

負債純資産合計 101,766 109,368
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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   

完成工事高 33,845 32,729

兼業事業売上高 5,622 7,740

売上高合計 39,468 40,470

売上原価   

完成工事原価 28,109 25,556

兼業事業売上原価 4,131 5,978

売上原価合計 32,240 31,534

売上総利益   

完成工事総利益 5,736 7,173

兼業事業総利益 1,490 1,762

売上総利益合計 7,227 8,935

販売費及び一般管理費 4,239 4,823

営業利益 2,988 4,112

営業外収益   

受取利息 7 9

受取配当金 183 23

その他 58 55

営業外収益合計 250 88

営業外費用   

支払利息 300 356

その他 27 51

営業外費用合計 328 407

経常利益 2,910 3,793

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20 －

その他 6 －

特別利益合計 27 －

特別損失   

販売用不動産評価損 564 －

投資有価証券評価損 － 10

役員退職慰労金 － 7

その他 221 8

特別損失合計 786 27

税金等調整前四半期純利益 2,151 3,765

法人税、住民税及び事業税 982 2,068

法人税等調整額 △92 △200

法人税等合計 890 1,867

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益 1,260 1,898
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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 2,151 3,765

減価償却費 228 283

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62 92

受取利息及び受取配当金 △191 △32

支払利息 300 356

販売用不動産評価損 564 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,978 6,668

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,818 3,314

仕入債務の増減額（△は減少） 1,364 △5,026

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,105 △1,061

その他 △1,331 △848

小計 △1,540 7,511

利息及び配当金の受取額 165 32

利息の支払額 △336 △339

法人税等の支払額 △1,263 △1,307

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,974 5,898

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 △161 △48

投資有価証券の償還による収入 150 －

その他 △97 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △108 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 16,850 4,400

短期借入金の返済による支出 △5,875 △2,245

長期借入れによる収入 2,600 900

長期借入金の返済による支出 △3,341 △6,635

自己株式の純増減額（△は増加） △339 △4

配当金の支払額 △330 △347

その他 0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,564 △3,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,481 1,913

現金及び現金同等物の期首残高 8,904 21,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,385 23,843

矢作建設工業(株)（1870）平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -



 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1）事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業  ：土木、建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業等：不動産の売買及び賃貸等に関する事業並びにゴルフ場経営に関する事業他 

  

  

 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）及び当第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）のいずれも在外連結子会社及び重

要な在外支店がないため、記載をしておりません。 

  

 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）及び当第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）のいずれも海外売上高がないた

め、記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建設事業 
（百万円） 

不動産事業等 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  33,845  5,622  39,468  －  39,468

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,772  950  5,723  (5,723)  －

計  38,618  6,572  45,191  (5,723)  39,468

営業利益  2,787  417  3,204  (216)  2,988

  
建設事業 
（百万円） 

不動産事業等 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  32,729  7,740  40,470  －  40,470

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,286  975  4,262  (4,262)  －

計  36,016  8,715  44,732  (4,262)  40,470

営業利益  3,467  662  4,130  (18)  4,112

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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受注及び販売の状況（連結） 

(1）受注高 

(2）売上高 

(3）次期繰越高 

  

６．その他の情報

  （単位：百万円）

区分 
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) 

比較増減 

金額 率（％） 

建設 

事業 

建築 
官庁  0  84  84  －

民間  31,059  25,179  △5,880  △18.9

計  31,059  25,263  △5,795  △18.7

土木 
官庁  837  2,023  1,185  141.6

民間  5,814  5,089  △724  △12.5

計  6,651  7,113  461  6.9

  官庁  837  2,108  1,270  151.7

  民間  36,873  30,268  △6,604  △17.9

合計  37,711  32,376  △5,334  △14.1

  （単位：百万円）

区分 
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) 

比較増減 

金額 率（％） 

建設 

事業 

建築 
官庁  0  15  15  －

民間  26,603  25,517  △1,086  △4.1

計  26,603  25,532  △1,071  △4.0

土木 
官庁  1,080  1,474  394  36.6

民間  6,162  5,722  △439  △7.1

計  7,242  7,197  △44  △0.6

  官庁  1,080  1,490  410  38.0

  民間  32,765  31,239  △1,526  △4.7

合計  33,845  32,729  △1,116  △3.3

不動産事業  5,622  7,740  2,118  37.7

合計  39,468  40,470  1,002  2.5

  （単位：百万円）

区分 
前第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間末 

(平成21年９月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

建設 

事業 

建築 
官庁  －  72  72  －

民間  45,154  32,572  △12,581  △27.9

計  45,154  32,645  △12,508  △27.7

土木 
官庁  1,742  1,821  79  4.6

民間  7,814  8,045  231  3.0

計  9,556  9,867  311  3.3

  官庁  1,742  1,894  152  8.8

  民間  52,968  40,618  △12,350  △23.3

合計  54,710  42,513  △12,197  △22.3
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