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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 2,870 △48.2 24 △41.0 55 △26.0 24 93.4
21年3月期第2四半期 5,542 ― 41 ― 75 ― 12 ―

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 3.32 ―
21年3月期第2四半期 1.72 ―

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 7,386 3,516 47.6 478.95
21年3月期 8,746 3,531 40.4 480.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,516百万円 21年3月期  3,531百万円

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 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

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  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 8,220 △34.2 30 △81.4 85 △63.6 40 △53.8 5.45



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 
(業績予想の適切な利用に関する説明) 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
(その他特記事項) 
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。 

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 7,500,000株 21年3月期  7,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  158,493株 21年3月期  158,493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 7,341,507株 21年3月期第2四半期 7,341,614株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡後、アジア向け輸出の増加や国内の景気対策

により持ち直しつつあるとされておりますが、雇用情勢は戦後最悪の水準に低迷し、世界経済の下振れ懸念等、景

気下押しリスクが存在するなか、引き続き弱めに推移いたしております。 

 建設事業におきましても、民間設備計画の停滞や価格競争の激化に加え、本年９月の政権交代により公共工事の

大幅な見直しが開始され、先行きの不透明感は増す一方です。また、運輸事業におきましても、荷動きは依然とし

て低迷しており、両事業共に厳しい経営環境の中で推移いたしました。 

 このような状況の下で、当企業グループは、受注の確保に全社を挙げて取り組んでまいりましたが、当第２四半

期連結累計期間における建設事業の受注高は、前年同期比37.9％減の37億５百万円にとどまりました。ただし、通

期受注計画80億円に対する進捗率では46.3％となり、第１四半期連結会計期間の9.4％から挽回いたしました。 

 次に、売上高につきましては28億70百万円で、前年同期比48.2％減と大幅な減収となりました。これは当第２四

半期連結累計期間の受注不振に加え、前期からの繰越工事が少なかったためであります。 

 一方、利益につきましては、売上高減少の影響を極小化すべく、引き続き工事原価の圧縮や経費削減に努めまし

た結果、営業利益は前年同期比41.0％減の24百万円、経常利益も前年同期比26.0％減の55百万円となりました。ま

た、四半期純利益につきましては、前年同期には投資有価証券評価損25百万円を計上しましたが、当第２四半期連

結累計期間はそれらの要因がなくなり、前年同期比11百万円増の24百万円となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ13億59百万円減少いたしました。そ

の主な要因は、仕掛工事の増加に伴い未成工事支出金等が９億47百万円増加する一方、受取債権の回収に伴い受

取手形・完成工事未収入金等が４億28百万円減少、受取債権の回収以上に支払債務の支払が進展し、併せて仕掛

工事が増加することにより現金預金が19億35百万円減少したためであります。 

 また負債は、13億45百万円減少し、純資産は14百万円減少いたしました。負債減少の主な要因は、仕掛工事の

増加に伴い未成工事受入金が４億44百万円増加する一方、支払債務の決済進展に伴い支払手形・工事未払金等が

17億３百万円減少したためであります。 

  

（２）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、14億87百万円とな

り、前連結会計年度末より19億35百万円減少いたしました。 

 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。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、18億74百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、未成工事

受入金の増加４億44百万円、売上債権の減少４億28百万円等資金の増加が発生する一方、仕入債務の減少17億

３百万円、未成工事支出金等の増加９億46百万円等資金の減少が発生したためであります。（前第２四半期連

結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、１億95百万円の資金の増加） 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、８百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、投資有価証券

の取得による支出４百万円、有形固定資産の取得による支出２百万円等によるものであります。（前第２四半

期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、２億95百万円の資金の減少） 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の資金の減少となりました。その要因は、配当金の支払額51

百万円によるものであります。（前第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万

円の資金の減少） 

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

  売  上  高 営 業 利 益 

・建設事業 27億72百万円（対前年同期比48.8%減） 18百万円（対前年同期比47.0%減） 

・運輸事業 97百万円（対前年同期比20.4%減） ５百万円（対前年同期比 4.5%減） 

２．連結財政状態に関する定性的情報



 平成21年10月20日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。 

   

①簡便な会計処理 

法人税等並びに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、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を採用しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

・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２年以上かつ請負金額30億円以

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。 

 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売上高は341,470千円増加

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26,814千円増加しております。 

  

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



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 1,503,569 3,438,611

受取手形・完成工事未収入金等 1,530,919 1,959,651

未成工事支出金 2,439,864 1,492,659

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 2,613 3,106

繰延税金資産 38,010 52,517

その他 113,409 43,071

貸倒引当金 △28,210 △28,170

流動資産合計 5,600,579 6,961,850

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 374,337 386,331

機械、運搬具及び工具器具備品 222,659 222,820

土地 716,707 716,707

減価償却累計額 △464,028 △459,760

有形固定資産計 849,676 866,098

無形固定資産 10,425 10,189

投資その他の資産   

投資有価証券 783,597 752,683

会員権 69,700 69,700

繰延税金資産 73,723 87,739

その他 42,724 42,084

貸倒引当金 △43,850 △43,850

投資その他の資産計 925,894 908,356

固定資産合計 1,785,995 1,784,645

資産合計 7,386,575 8,746,496



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,964,253 3,668,202

未払法人税等 14,024 42,541

未成工事受入金 1,461,738 1,017,158

完成工事補償引当金 9,000 10,000

工事損失引当金 5,200 －

賞与引当金 50,200 37,700

その他 62,216 137,291

流動負債合計 3,566,632 4,912,894

固定負債   

退職給付引当金 186,495 187,572

役員退職慰労引当金 89,630 86,065

長期預り保証金 27,589 28,824

固定負債合計 303,715 302,462

負債合計 3,870,348 5,215,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,336,731 2,363,768

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,486,139 3,513,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,087 17,963

評価・換算差額等合計 30,087 17,963

純資産合計 3,516,226 3,531,138

負債純資産合計 7,386,575 8,746,496



（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 5,542,383 2,870,734

売上原価 5,259,675 2,620,876

売上総利益 282,707 249,858

販売費及び一般管理費 241,361 225,477

営業利益 41,346 24,380

営業外収益   

受取利息 4,041 8,523

受取配当金 5,355 2,576

受取賃貸料 25,877 23,440

その他 6,127 3,702

営業外収益合計 41,401 38,243

営業外費用   

賃貸費用 7,728 6,610

その他 － 465

営業外費用合計 7,728 7,075

経常利益 75,019 55,548

特別損失   

固定資産除却損 － 3,865

投資有価証券評価損 25,737 －

会員権評価損 300 －

貸倒引当金繰入額 450 －

特別損失合計 26,487 3,865

税金等調整前四半期純利益 48,531 51,683

法人税、住民税及び事業税 63,981 13,439

法人税等調整額 △28,046 13,889

法人税等合計 35,935 27,329

四半期純利益 12,595 24,354



（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 2,930,635 935,396

売上原価 2,800,363 848,090

売上総利益 130,272 87,305

販売費及び一般管理費 116,765 108,635

営業利益又は営業損失（△） 13,507 △21,330

営業外収益   

受取利息 2,578 4,564

受取配当金 892 1,168

受取賃貸料 12,962 11,356

その他 4,577 3,060

営業外収益合計 21,011 20,150

営業外費用   

賃貸費用 5,095 4,544

その他 － 465

営業外費用合計 5,095 5,010

経常利益又は経常損失（△） 29,423 △6,189

特別損失   

固定資産除却損 － 899

投資有価証券評価損 25,737 －

会員権評価損 300 －

貸倒引当金繰入額 50 －

特別損失合計 26,087 899

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（△）

3,335 △7,089

法人税、住民税及び事業税 52,859 9,376

法人税等調整額 △37,408 △10,071

法人税等合計 15,450 △694

四半期純損失（△） △12,115 △6,394



（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 48,531 51,683

減価償却費 18,341 17,325

貸倒引当金の増減額（△は減少） 450 40

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,000 △1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 27,500 5,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,600 12,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,560 △1,077

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △285 3,565

受取利息及び受取配当金 △9,396 △11,100

売上債権の増減額（△は増加） 960,951 428,731

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 637,840 △946,712

仕入債務の増減額（△は減少） △1,199,814 △1,703,949

未成工事受入金の増減額（△は減少） △470,957 444,579

その他 81,669 △152,186

小計 108,991 △1,852,398

利息及び配当金の受取額 8,825 11,191

法人税等の支払額 △17,973 △41,627

法人税等の還付額 95,337 7,910

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,180 △1,874,923

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △200,200 －

有形固定資産の取得による支出 △80,107 △2,439

無形固定資産の取得による支出 － △1,600

投資有価証券の取得による支出 △8,714 △4,156

その他 △6,272 △654

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,294 △8,849

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △51,241 △51,268

自己株式の取得による支出 △177 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,419 △51,268

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） △151,533 △1,935,042

現金及び現金同等物の期首残高 3,369,353 3,422,611

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,217,820 1,487,569



 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）１．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 

内部管理上採用している区分によっております。 

(2）各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業：建築・土木その他建設工事全般に関する事業及び不動産に関する事業 

運輸事業：貨物の運送に関する事業 

２．会計処理基準等の変更 

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） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当企業グループは、第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日）を適用しております。これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益に与え

る影響はありません。 

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） 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

「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」に記載のとおり、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）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２四半期連結累計期間の建設事業における売

上高が341,470千円、営業利益が26,814千円それぞれ増加しております。 

  

 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） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

（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 
（千円） 

運輸事業 
（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  5,419,525  122,858  5,542,383  －  5,542,383

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  5,419,525  122,858  5,542,383  －  5,542,383

営業利益  35,505  5,840  41,346  －  41,346

  
建設事業 
（千円） 

運輸事業 
（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  2,772,903  97,830  2,870,734  －  2,870,734

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  2,772,903  97,830  2,870,734  －  2,870,734

営業利益  18,800  5,580  24,380  －  24,380

〔所在地別セグメント情報〕



 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） 

 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。 

〔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



  

生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                    （単位：千円、％）

② 売上高                                    （単位：千円、％）

③ 次期繰越高                                  （単位：千円、％）

   

６．その他の情報

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成22年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  318  0.0  152,250  4.1  151,931  －  1,288  0.0

 民  間  5,685,318  95.3  2,061,479  55.6  △3,623,839  △63.7  8,351,223  81.2

   計  5,685,637  95.3  2,213,729  59.7  △3,471,907  △61.1  8,352,511  81.2

 土 

 木 

 官公庁  △77  △0.0  151,570  4.1  151,647  －  1,095,178  10.7

 民  間  279,166  4.7  1,340,189  36.2  1,061,023  380.1  835,245  8.1

   計  279,089  4.7  1,491,759  40.3  1,212,670  434.5  1,930,423  18.8

 計 

 官公庁  241  0.0  303,820  8.2  303,578  －  1,096,466  10.7

 民  間  5,964,484  100.0  3,401,668  91.8  △2,562,816  △43.0  9,186,468  89.3

   計  5,964,726  100.0  3,705,488  100.0  △2,259,237  △37.9  10,282,935  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成21年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成22年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  4,208  0.1  124,522  4.4  120,313  －  5,178  0.1

 民  間  5,098,086  92.0  2,202,903  76.7  △2,895,182  △56.8  10,100,311  80.8

   計  5,102,294  92.1  2,327,425  81.1  △2,774,868  △54.4  10,105,489  80.9

 土 

 木 

 官公庁  54,823  1.0  78,976  2.7  24,153  44.1  121,378  0.9

 民  間  262,407  4.7  366,502  12.8  104,094  39.7  2,045,136  16.4

   計  317,230  5.7  445,478  15.5  128,247  40.4  2,166,514  17.3

 計 

 官公庁  59,031  1.1  203,498  7.1  144,466  244.7  126,556  1.0

 民  間  5,360,493  96.7  2,569,405  89.5  △2,791,087  △52.1  12,145,448  97.2

   計  5,419,525  97.8  2,772,903  96.6  △2,646,621  △48.8  12,272,004  98.2

 運輸事業  122,858  2.2  97,830  3.4  △25,027  △20.4  221,768  1.8

 合  計  5,542,383  100.0  2,870,734  100.0  △2,671,648  △48.2  12,493,773  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成21年３月期 

   第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成22年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成21年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  －  －  27,728  0.4  27,728  －  －  －

 民  間  7,712,778  84.5  5,235,033  69.5  △2,477,744  △32.1  5,376,457  81.5

   計  7,712,778  84.5  5,262,761  69.9  △2,450,016  △31.8  5,376,457  81.5

 土 

 木 

 官公庁  －  －  1,101,294  14.6  1,101,294  －  1,028,700  15.6

 民  間  1,417,900  15.5  1,164,937  15.5  △252,963  △17.8  191,250  2.9

   計  1,417,900  15.5  2,266,231  30.1  848,331  59.8  1,219,950  18.5

 計 

 官公庁  －  －  1,129,022  15.0  1,129,022  －  1,028,700  15.6

 民  間  9,130,678  100.0  6,399,970  85.0  △2,730,707  △29.9  5,567,707  84.4

   計  9,130,678  100.0  7,528,992  100.0  △1,601,685  △17.5  6,596,407  100.0
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