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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 13,888 8.2 116 ― 157 ― 88 ―
21年3月期第2四半期 12,839 ― △294 ― △276 ― △266 ―

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 7.99 ―
21年3月期第2四半期 △23.60 ―

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 22,143 5,894 26.6 538.09
21年3月期 28,293 5,873 20.8 528.49

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,894百万円 21年3月期  5,873百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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 37,000 2.1 800 2.7 700 △10.0 300 18.3 27.00
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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） 

(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 11,300,000株 21年3月期  11,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  345,190株 21年3月期  187,190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 11,010,990株 21年3月期第2四半期 11,293,810株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業における在庫調整の進捗や政府の経済対策の効果などに

より、一部には持ち直しの兆しが見られたものの、企業の生産活動が低水準で推移するなかで、雇用・所得環境も悪

化するなど、依然として低迷を続けてまいりました。 

  建設業界におきましては、補正予算の執行もあって公共工事は堅調に推移しましたが、一方で住宅需要は低迷し、

企業の設備投資についても抑制の動きが広がるなど民間設備投資が大幅に減少するなかで、価格競争はさらに激しさ

を増し、当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しいものとなっております。 

 このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては、大型工事の完成もあって13,888

百万円（前年同四半期比8.2％増）となりました。損益面では、増収効果及び徹底した厳格な原価管理の実行による

売上総利益の改善と一般管理費が低減された結果、営業利益116百万円（前年同四半期は294百万円の営業損失）、経

常利益157百万円（前年同四半期は276百万円の経常損失）、四半期純利益88百万円（前年同四半期は266百万円の四

半期純損失）となりました。 

  

（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の総資産は、未成工事支出金等が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ 

6,150百万円減の22,143百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ484百万円減の3,173百万

円となりました。 

 なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ21百万円増の 5,894百万円となり、自己資本比率は26.6％となりま

した。 

  

（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の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,534百万円

減少し1,498百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は948百万円（前年同四半期は2,074百万円の使用）となりました。これは主に

仕入債務の減少等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は25百万円（前年同四半期は500百万円の使用）となりました。これは主に定

期預金の増加及び有形固定資産の売却による収入によるものです。 

（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560百万円（前年同四半期は620百万円の獲得）となりました。これは主に短

期借入金の減少によるものであります。  

  

 通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年５月15日に公表しました業績予想に変更はありません。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,092,301千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は、それぞれ76,744千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

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）

（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
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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：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 2,603,535 4,028,735

受取手形・完成工事未収入金等 2,828,927 4,809,943

販売用不動産 240,704 453,801

未成工事支出金 7,635,521 9,480,925

その他 758,350 1,316,546

貸倒引当金 △118,796 △198,361

流動資産合計 13,948,241 19,891,591

固定資産   

有形固定資産 4,753,282 5,171,551

無形固定資産 38,438 40,808

投資その他の資産   

その他 4,856,380 4,642,533

貸倒引当金 △1,453,164 △1,453,211

投資その他の資産計 3,403,216 3,189,322

固定資産合計 8,194,937 8,401,682

資産合計 22,143,179 28,293,274

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 5,383,281 9,304,642

短期借入金 3,101,648 3,576,848

未払法人税等 27,482 30,762

未成工事受入金 4,991,276 6,391,674

賞与引当金 5,216 4,669

完成工事補償引当金 26,228 58,181

その他 395,833 667,575

流動負債合計 13,930,967 20,034,353

固定負債   

長期借入金 71,818 81,142

退職給付引当金 1,123,998 1,126,166

入会保証預り金 1,106,902 1,163,002

その他 14,786 15,547

固定負債合計 2,317,504 2,385,858

負債合計 16,248,472 22,420,212
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 2,909,455 2,877,001

自己株式 △43,748 △23,124

株主資本合計 5,919,336 5,907,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,630 △34,444

評価・換算差額等合計 △24,630 △34,444

純資産合計 5,894,706 5,873,061

負債純資産合計 22,143,179 28,293,274
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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：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 12,839,600 13,888,813

売上原価 12,039,676 12,970,812

売上総利益 799,924 918,001

販売費及び一般管理費 1,094,599 801,655

営業利益又は営業損失（△） △294,675 116,345

営業外収益   

受取利息 4,516 8,315

受取配当金 5,332 4,668

受取賃貸料 18,742 15,346

入会保証預り金償還益 19,300 36,640

受取保険金 － 19,700

その他 15,699 15,281

営業外収益合計 63,590 99,953

営業外費用   

支払利息 43,690 58,079

その他 2,058 908

営業外費用合計 45,749 58,987

経常利益又は経常損失（△） △276,834 157,311

特別利益   

固定資産売却益 － 16,029

貸倒引当金戻入額 － 70,951

その他 924 －

特別利益合計 924 86,980

特別損失   

投資有価証券評価損 108,186 2,171

貸倒引当金繰入額 56,679 －

減損損失 － 68,024

その他 136 6,681

特別損失合計 165,002 76,877

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（△）

△440,912 167,414

法人税、住民税及び事業税 15,614 19,992

法人税等調整額 △189,953 59,403

法人税等合計 △174,338 79,396

四半期純利益又は四半期純損失（△） △266,574 88,018
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（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（△）

△440,912 167,414

減価償却費 71,337 64,284

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,701 △2,168

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55,120 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △237,372 △79,612

賞与引当金の増減額（△は減少） △89,557 547

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 24,320 △31,952

固定資産売却損益（△は益） － △15,991

投資有価証券評価損益（△は益） 108,186 2,171

減損損失 － 68,024

受取利息及び受取配当金 △9,848 △12,984

支払利息 43,690 58,079

売上債権の増減額（△は増加） 5,173,556 1,971,246

販売用不動産の増減額（△は増加） △444,060 213,097

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,154,595 1,845,404

仕入債務の増減額（△は減少） △3,220,314 △3,921,360

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,347,261 △1,400,398

その他 △92,696 188,773

小計 △1,990,826 △885,425

利息及び配当金の受取額 11,172 14,162

利息の支払額 △66,704 △55,671

法人税等の支払額 △28,402 △21,985

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,074,760 △948,919

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △149,258 △109,439

有形固定資産の取得による支出 △17,644 △11,401

有形固定資産の売却による収入 677 88,833

投資有価証券の取得による支出 △336,964 △641

投資有価証券の売却による収入 9,555 600

貸付金の回収による収入 669 2,938

その他 △7,091 3,571

投資活動によるキャッシュ・フロー △500,055 △25,539

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） 629,100 △475,200

長期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △41,272 △9,324

自己株式の取得による支出 － △20,624

配当金の支払額 △17,130 △55,033

財務活動によるキャッシュ・フロー 620,697 △560,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,954,118 △1,534,639

現金及び現金同等物の期首残高 3,918,359 3,032,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,964,241 1,498,187
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 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 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上高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 

  

２．会計処理方法の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

当第２四半期連結累計期間 

「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期

間より、「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、建設事業で、売上高は1,092,301千円、営業利益は76,744千円それぞれ増加しております。 

  

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。  

  

海外売上高がないため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〕

  
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  12,509,442  165,540  164,617  12,839,600 －  12,839,600

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,282  －  －  1,282 (1,282)  －

計  12,510,724  165,540  164,617  12,840,882 (1,282)  12,839,600

営業利益又は営業損失（△）  △308,181  9,694  3,812  △294,675     －  △294,675

  
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  13,490,799  256,690  141,324  13,888,813 －  13,888,813

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 790  －  －  790 (790)  －

計  13,491,589  256,690  141,324  13,889,604 (790)  13,888,813

営業利益又は営業損失（△）  123,452  △8,629  1,522  116,345 －  116,345

建設事業 建築・土木その他建設工事全般に関する請負事業 

不動産事業 自社開発等の不動産の売買、賃貸、斡旋等不動産全般に関する事業 

その他の事業   ゴルフ場に関する事業 

〔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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受注高・売上高・繰越高 

受注高 

  

売上高 

  

繰越高 

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。  

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建設事業（千円） 22,219,598 12,388,183（ 44.2％減）

不動産事業（千円） 183,720 233,747（ 27.2％増）

その他の事業（千円） 164,617 141,324（ 14.2％減）

合計（千円） 22,567,936 12,763,255（ 43.4％減）

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建設事業（千円） 12,509,442 13,490,799（  7.8％増）

不動産事業（千円） 165,540 256,690（ 55.1％増）

その他の事業（千円） 164,617 141,324（ 14.2％減）

合計（千円） 12,839,600 13,888,813（  8.2％増）

事業の種類別セグメントの名称 
前第２四半期連結累計期間末

（平成20年９月30日） 
当第２四半期連結累計期間末
（平成21年９月30日） 

建設事業（千円） 44,027,624 27,575,645（ 37.4％減）

不動産事業（千円） 18,180 10,640（ 41.5％減）

その他の事業（千円） － －（   － ）

合計（千円） 44,045,804 27,586,285（ 37.4％減）
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