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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 46,273 △13.5 96 △80.9 238 △62.5 112 △69.2

21年3月期第2四半期 53,481 2.7 507 △27.3 634 △25.5 365 △21.5

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 12.92 ―

21年3月期第2四半期 42.00 ―

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 45,880 9,334 20.3 1,073.12
21年3月期 41,405 9,178 22.2 1,055.18

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,334百万円 21年3月期  9,178百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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 96,000 △9.9 700 △32.8 1,000 △19.1 540 12.3 62.08
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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  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 8,798,782株 21年3月期  8,798,782株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  100,622株 21年3月期  100,622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 8,698,160株 21年3月期第2四半期 8,698,476株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の底入れ気配は見られたものの、経済情勢は未だ厳しい

状況下で推移致しました。わが国建設業界は、政府部門は補正予算の一部執行中止等により減少が予想され、また

民間部門も景気回復に時間がかかり、依然厳しい中で推移すると考えております。  

（建設経済研究所、富士経済資料より当社推定） 

  

このような経済状況のもと、連結ベースの売上高は24,301百万円（前年同期比△12.3％）、売上総利益は2,184

百万円（同△13.6％）となりました。販売費及び一般管理費は2,120百万円（同△3.1％）で営業利益は64百万円

（同△81.1％）となりました。また、営業外損益は53百万円計上でき、経常利益は117百万円（同＋112.6％）とな

りました。四半期純利益は54百万円（同△28.9％）となりました。 

平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期決算

短信（平成21年８月７日開示）をご参照ください。  

  

当第２四半期の総資産額は 百万円となり、前連結会計年度末と比較し4,474百万円増加しました。主な要

因は、手形ファクタリングの実行を減少させたことに伴う受取手形の増加によるものです。 

 負債総額は、 百万円となり、前連結会計年度末と比較し4,318百万円増加しました。主な要因は、資金調

達手段を手形ファクタリングから短期借入金にシフトしたことによるものです。 

 なお、自己資本比率は20.3％となり、前連結会計年度末と比較し1.9ポイント減少しました。  

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月28日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  

 該当事項はありません。 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

45,880

36,546

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
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② 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③ 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については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定しております。 

④ 減損の兆候把握 

使用範囲又は方法について当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化を生じさせる

ような意思決定がなされた場合又は経営環境の著しい悪化に該当する事象が発生した場合に減損の兆候がある

ものと判断しております。 

⑤ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

⑥ 税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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。 

（表示方法の変更） 

前第２四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの貸付金については、「貸付けによ

る支出」及び「貸付金の回収による収入」として短期貸付金と長期貸付金の合計額を総額表示しておりました

が、当第２四半期連結累計期間では、キャッシュ・フローの状況をより明瞭に表示するため、短期貸付金につい

ては、「短期貸付金の増減額」として純額表示し、長期貸付金については総額表示する方法に変更しておりま

す。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において従来どおり短期貸付金と長期貸付金の合計額を総額表示した場合に

は、「貸付けによる支出」は△1,963百万円、「貸付金の回収による収入」は1,713百万円であります。 

（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
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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   

現金及び預金 2,693 1,745

受取手形及び売掛金 20,699 18,151

商品 4,316 4,194

繰延税金資産 469 469

その他 1,400 1,166

貸倒引当金 △408 △405

流動資産合計 29,171 25,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,130 4,124

減価償却累計額 △1,876 △1,824

建物及び構築物（純額） 2,253 2,299

機械装置及び運搬具 136 126

減価償却累計額 △109 △106

機械装置及び運搬具（純額） 26 20

土地 6,666 6,624

その他 294 282

減価償却累計額 △168 △150

その他（純額） 125 131

有形固定資産合計 9,072 9,076

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 143 103

無形固定資産合計 143 103

投資その他の資産   

投資有価証券 3,540 2,953

長期貸付金 1,211 1,268

破産更生債権等 412 576

保険積立金 2,041 1,916

敷金及び保証金 549 546

その他 432 433

貸倒引当金 △694 △789

投資その他の資産合計 7,493 6,904

固定資産合計 16,709 16,085

資産合計 45,880 41,405
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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   

支払手形及び買掛金 18,629 19,859

短期借入金 10,000 4,000

1年内返済予定の長期借入金 1,591 1,591

1年内償還予定の社債 － 100

未払法人税等 132 37

預り金 54 53

賞与引当金 212 238

その他 504 771

流動負債合計 31,125 26,650

固定負債   

長期借入金 2,648 2,944

繰延税金負債 909 790

再評価に係る繰延税金負債 457 457

退職給付引当金 474 468

役員退職慰労引当金 261 261

預り保証金 669 654

固定負債合計 5,420 5,576

負債合計 36,546 32,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 542 542

資本剰余金 434 434

利益剰余金 8,281 8,299

自己株式 △106 △106

株主資本合計 9,152 9,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △84 △258

土地再評価差額金 266 266

評価・換算差額等合計 182 7

純資産合計 9,334 9,178

負債純資産合計 45,880 41,405
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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 53,481 46,273

売上原価 48,469 41,992

売上総利益 5,011 4,281

販売費及び一般管理費 4,504 4,184

営業利益 507 96

営業外収益   

受取利息 96 61

受取配当金 22 17

仕入割引 275 228

賃貸収入 146 143

その他 38 52

営業外収益合計 579 502

営業外費用   

支払利息 102 91

売上割引 149 127

持分法による投資損失 10 －

デリバティブ評価損 14 －

手形売却損 89 45

賃貸費用 45 46

貸倒引当金繰入額 － 18

その他 41 31

営業外費用合計 451 361

経常利益 634 238

特別利益   

持分変動利益 7 －

投資有価証券売却益 － 0

関係会社株式売却益 71 －

特別利益合計 78 0

特別損失   

投資有価証券評価損 － 6

投資有価証券売却損 － 0

減損損失 72 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

その他 － 0

特別損失合計 75 7

税金等調整前四半期純利益 637 231

法人税等 272 118

四半期純利益 365 112
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 27,696 24,301

売上原価 25,167 22,116

売上総利益 2,529 2,184

販売費及び一般管理費 2,188 2,120

営業利益 341 64

営業外収益   

受取利息 48 35

受取配当金 3 3

仕入割引 141 119

賃貸収入 67 71

その他 19 17

営業外収益合計 280 246

営業外費用   

支払利息 57 47

売上割引 75 63

持分法による投資損失 10 －

デリバティブ評価損 334 －

手形売却損 52 25

賃貸費用 20 22

貸倒引当金繰入額 － 18

その他 16 15

営業外費用合計 566 193

経常利益 55 117

特別利益   

持分変動利益 7 －

関係会社株式売却益 71 －

貸倒引当金戻入額 6 －

特別利益合計 85 －

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 2 －

投資有価証券評価損 － 6

投資有価証券売却損 － 0

その他 － 0

特別損失合計 2 7

税金等調整前四半期純利益 138 110

法人税等 62 56

四半期純利益 76 54
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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 637 231

減価償却費 69 91

減損損失 72 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 46

賞与引当金の増減額（△は減少） △49 △25

受取利息及び受取配当金 △119 △78

支払利息 102 91

手形売却損 89 45

関係会社株式売却損益（△は益） △71 －

デリバティブ評価損益（△は益） 14 －

持分法による投資損益（△は益） 10 －

持分変動損益（△は益） △7 －

売上債権の増減額（△は増加） △479 △2,621

債権売却未収入金等の増減額（△は増加） 143 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △53 △122

仕入債務の増減額（△は減少） △1,922 △1,247

その他 △55 △219

小計 △1,615 △3,803

利息及び配当金の受取額 124 72

利息の支払額 △189 △134

法人税等の支払額 △73 △32

法人税等の還付額 10 166

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,742 △3,730

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 △139 △74

有形固定資産の売却による収入 150 －

投資有価証券の取得による支出 △747 △330

投資有価証券の売却による収入 199 30

保険積立金の積立による支出 △368 △145

保険積立金の解約による収入 31 24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

21 －

貸付けによる支出 △2,004 －

貸付金の回収による収入 1,778 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △306

長期貸付けによる支出 － △1

長期貸付金の回収による収入 － 57

その他 △39 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,117 △795
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（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) 

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） 4,299 6,000

長期借入れによる収入 300 －

長期借入金の返済による支出 △335 △295

社債の償還による支出 △350 △100

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △129 △129

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,783 5,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 924 947

現金及び現金同等物の期首残高 1,425 1,745

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,350 2,693
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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。   

  

 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。  

  

（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〕

〔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

６．その他の情報
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