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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 15,452 3.3 1,437 85.1 1,530 92.8 978 119.9
21年3月期第2四半期 14,964 ― 776 ― 793 ― 445 ―

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 46.46 ―

21年3月期第2四半期 21.32 ―

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 42,094 31,717 75.3 1,501.97
21年3月期 43,975 30,646 69.7 1,458.93

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  31,717百万円 21年3月期  30,646百万円

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 ― 15.00 15.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 40,000 △12.5 3,400 1.1 3,550 1.0 2,050 17.7 97.59



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 21,858,491株 21年3月期  21,858,491株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  741,071株 21年3月期  852,347株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 21,060,116株 21年3月期第2四半期 20,867,235株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、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。 



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や一連の経済対策の効果により一部に持ち直し

の動きがみられたものの、企業収益の悪化に伴う設備投資の減少や、雇用・所得情勢の悪化による個人消費の低

迷など、依然として厳しい状況が続きました。 

 建設業界におきましては、公共投資の前倒し執行などから公共建設投資は比較的堅調に推移しました。しか

し、住宅・不動産市場の低迷や企業の投資意欲の冷え込みなどから民間建設投資は著しく落ち込み、受注競争が

一段と熾烈さを増すなどさらに厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のなか当社は、受注獲得に向けて「事業体制の再構築」や「技術力の向上と緻密な施工管理に

よる感動品質の提供」を目指してまいりました。建築事業分野では、営業と施工が一体となった営業力・コスト

競争力のレベルアップを図り、お客様に満足いただける感動品質の提供に取り組み、また土木事業分野では、技

術力やノウハウを生かして総合評価方式工事の確実な獲得に向けた提案体制の強化などに取り組み、受注の確保

に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高は、前第２四半期累計期間比４億８千７百万円（3.3％増）増加

し、154億５千２百万円となりました。これは、会計基準変更により第１四半期累計期間から採用した工事進行

基準による売上増加が主因であります。 

 販売費及び一般管理費は、前第２四半期累計期間に取引先破綻に伴う貸倒引当金繰入額を計上したことを主因

にして、前第２四半期累計期間比６億３百万円（32.9%減）減少の12億３千２百万円となりました。 

 売上増加や販売費及び一般管理費の減少を主因として営業利益は、前第２四半期累計期間比６億６千１百万円

（85.1%増）増加し、14億３千７百万円となりました。 

 経常利益は、前第２四半期累計期間比７億３千６百万円（92.8%増）増加し、15億３千万円となりました。ま

た四半期純利益は、貸倒引当金戻入額等による特別利益計上もあり、前第２四半期累計期間比５億３千３百万円

（119.9%増）増加し、９億７千８百万円となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末の資産合計は、420億９千４百万円となり、前事業年度末比18億８千１百万円（4.3%

減）の減少となりました。これは、資金運用に伴う有価証券や繰越工事の進捗に伴う未成工事支出金の増加もあ

りましたが、受取手形・完成工事未収入金等が代金回収により減少したことを主因に、流動資産が前事業年度末

比15億８千万円（6.3%減）減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、103億７千６百万円となり、前事業年度末比29億５千２百万円（22.2%減）の減少となりました。

これは、支払手形・工事未払金等の減少や法人税納付に伴い未払法人税等が減少したこと等によるものでありま

す。 

 純資産合計は、317億１千７百万円となり、前事業年度末比10億７千１百万円の増加となりました。これは、

利益剰余金や有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動による資金で17億３千３百万円の収

入超過（前第２四半期累計期間34億９千万円の収入超過）、投資活動による資金で15億９千７百万円の支出超過

（前第２四半期累計期間20億５千３百万円の支出超過）、財務活動による資金で３億２千６百万円の支出超過

（前第２四半期累計期間３億９千１百万円の収入超過）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、17億３千３百万円の収入超過となりました。（前第２四半期累計期間

34億９千万円の収入超過）これは、未成工事支出金増加や仕入債務減少等の資金流出要因もありましたが、売上

債権減少等の資金流入要因が上回ったことや税引前四半期純利益及び減価償却費等の要因によるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、15億９千７百万円の支出超過となりました。（前第２四半期累計期間

20億５千３百万円の支出超過）これは、効率的な資金運用を目的とした短期国債の運用において、取得による支

出が売却（償還）による収入を上回ったことが主因であります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



（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、３億２千６百万円の支出超過となりました。（前第２四半期累計期間

３億９千１百万円の収入超過）これは、配当金の支払３億１千６百万円を主因としたものであります。なお、前

第２四半期累計期間は、信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入に伴う長期借入れによる収入７億１千

２百万円により収入超過となったものであります。 

 今後の見通しにつきましては、依然として景気低迷が続き、雇用・所得情勢の回復も見込まれないことから、

先行きは厳しい状況が続くものと予想されます。 

 また、建設業界におきましても、政権交代に伴う公共建設投資の縮減や民間建設投資減少に伴う受注競争の激

化が予想され、引き続き厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 このような環境のなか当社は、これら諸般の情勢を十分認識し、営業と施工が一体となり受注の獲得を目指す

とともに、不採算工事の選別受注や原価管理の徹底により利益の確保に努めてまいります。 

 なお、通期業績予想につきましては、民間設備投資の減少や発注時期のずれに伴う受注高の減少により、平成

21年10月16日に以下のとおり売上高予想を修正しております。 

  

「参考」平成22年３月期通期業績予想の修正（平成21年10月16日発表）       （単位：百万円）  

①完成工事に係るかし担保費用見積額の算定方法 

 補償見積率が前事業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、前事業年度決算において算

定した過去の実績率等の合理的な基準を使用して補償見積額を算定しております。 

②税金費用の計算方法 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、第１四半期会計

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

半期会計期間に着手した工事契約から当第２四半期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、当第２四半期累計期間の完成工事高は 千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四

半期純利益が、それぞれ 千円増加しております。 

３．業績予想に関する定性的情報

  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 

     円 銭 

前回予想（Ａ）    42,000 3,400  3,550  2,050 97.59

今回修正（Ｂ）  40,000 3,400  3,550  2,050 97.59

増減額（Ｂ－Ａ）  △2,000 0  0  0 ― 

増減率 △4.8% － － － ― 

(ご参考)前期実績 

(平成21年３月期)  
 45,735 3,362  3,513  1,741 83.27

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

2,298,816

308,373



（３）信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける新株式発行および自己株式処分に関する会計処理方法に

ついて 

 当社は、信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入に伴い、平成20年４月22日付で、新株式（普通株

式） 株を野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下「信託口」という。）に第三者割当の

方法で発行しております。また併せて自己株式 株を信託口へ処分しております。 

 当該新株式の発行および自己株式の処分については、当社が信託口の債務を保証しており、経済的実態を重

視した保守的な観点から、当社と信託口は一体であるとする会計処理をしております。 

 すなわち、信託口に第三者割当の方法で発行された新株式については、当社が全株自己株式として受け入れ

たものとし、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会に株式が譲渡された

ものとして会計処理をしており、信託口に第三者割当の方法で処分された自己株式についても、信託口へ処分

された時点では譲渡を認識せず、その後、社員持株会が信託口より株式を購入する都度、当社から社員持株会

に株式が譲渡されたものとして会計処理をしております。 

 従いまして、信託口が所有する当社株式や信託口の資産および負債ならびに費用および収益についても当社

貸借対照表および損益計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。 

 このため、自己株式数については、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めて記載しております。 

 なお、当第２四半期会計期間末日（平成21年９月30日）における自己株式数は、以下の通りであります。 

自己株式数          株 

 うち当社所有自己株式数    株 

 うち信託口所有当社株式数  株 

700,000

300,000

741,071

43,871

697,200



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,022,690 8,213,201

受取手形・完成工事未収入金等 6,427,861 10,613,292

有価証券 2,499,717 1,019,539

販売用不動産 370,954 372,468

未成工事支出金 5,605,974 4,122,722

繰延税金資産 432,484 432,484

その他 349,861 582,378

貸倒引当金 △80,560 △147,080

流動資産合計 23,628,984 25,209,007

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 4,133,146 4,685,487

その他（純額） 8,267,174 8,290,626

有形固定資産計 12,400,321 12,976,113

無形固定資産 53,792 28,041

投資その他の資産   

投資有価証券 4,878,912 4,270,940

繰延税金資産 563,918 798,886

その他 568,439 692,829

貸倒引当金 △20 △100

投資その他の資産計 6,011,250 5,762,557

固定資産合計 18,465,364 18,766,712

資産合計 42,094,348 43,975,720

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,949,469 7,172,829

未払法人税等 735,187 1,223,279

未成工事受入金 1,923,412 1,578,330

引当金 86,170 225,060

その他 1,050,924 1,390,950

流動負債合計 8,745,164 11,590,449

固定負債   

長期借入金 508,630 592,210

退職給付引当金 910,731 905,437

その他 211,969 241,001

固定負債合計 1,631,331 1,738,648

負債合計 10,376,495 13,329,098



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,302,375 3,302,375

資本剰余金 3,338,395 3,339,490

利益剰余金 25,196,992 24,548,653

自己株式 △514,179 △591,529

株主資本合計 31,323,584 30,598,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 394,268 47,631

評価・換算差額等合計 394,268 47,631

純資産合計 31,717,853 30,646,622

負債純資産合計 42,094,348 43,975,720



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 14,805,178 15,164,898

不動産事業売上高 159,356 287,255

売上高合計 14,964,534 15,452,153

売上原価   

完成工事原価 12,275,052 12,616,710

不動産事業売上原価 76,876 165,370

売上原価合計 12,351,928 12,782,080

売上総利益   

完成工事総利益 2,530,126 2,548,188

不動産事業総利益 82,479 121,884

売上総利益合計 2,612,605 2,670,073

販売費及び一般管理費 1,836,197 1,232,660

営業利益 776,408 1,437,412

営業外収益   

受取利息 17,192 11,353

受取配当金 60,108 49,169

その他 23,729 43,091

営業外収益合計 101,031 103,614

営業外費用   

支払利息 4,435 3,598

投資有価証券評価損 70,582 3,614

その他 8,533 3,164

営業外費用合計 83,552 10,378

経常利益 793,887 1,530,648

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 111,885

賠償損失引当金戻入額 － 44,013

特別利益合計 － 155,898

特別損失   

販売用不動産評価損 29,871 －

特別損失合計 29,871 －

税引前四半期純利益 764,015 1,686,546

法人税等 319,000 708,000

四半期純利益 445,015 978,546



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 764,015 1,686,546

減価償却費 498,893 720,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） 550,368 △111,885

工事損失引当金の増減額（△は減少） △13,230 △23,260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,900 △10,010

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,063 5,294

受取利息及び受取配当金 △77,301 △60,522

支払利息 4,435 3,598

投資有価証券評価損益（△は益） 70,582 3,614

投資有価証券売却損益（△は益） △222 △6,394

有形固定資産除却損 441 953

売上債権の増減額（△は増加） 7,876,516 4,185,431

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,675,384 △1,483,251

販売用不動産の増減額（△は増加） 29,871 1,513

未収入金の増減額（△は増加） △99,420 208,447

仕入債務の増減額（△は減少） △1,532,825 △2,223,359

未成工事受入金の増減額（△は減少） 535,159 345,082

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,451 △202,058

未収消費税等の増減額（△は増加） △52,768 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △140,169 △200,687

その他 △26,231 31,580

小計 4,720,442 2,871,275

利息及び配当金の受取額 75,084 58,391

利息の支払額 △4,435 △3,598

法人税等の支払額 △1,300,188 △1,192,916

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,490,902 1,733,152

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 △10,492,793 △5,499,289

有価証券の売却による収入 10,120,000 4,020,000

有形固定資産の取得による支出 △1,725,999 △93,076

有形固定資産の売却による収入 － 13,500

無形固定資産の取得による支出 － △28,624

投資有価証券の取得による支出 － △314,782

投資有価証券の売却による収入 57,230 290,321

貸付金の回収による収入 302 302

その他 △11,756 14,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,053,016 △1,597,326

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 712,000 －

長期借入金の返済による支出 △57,919 △83,579

配当金の支払額 △314,464 △316,060

自己株式の取得による支出 △13,880 △1,705

自己株式の売却による収入 65,363 75,009

財務活動によるキャッシュ・フロー 391,098 △326,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,828,985 △190,510

現金及び現金同等物の期首残高 6,522,351 8,213,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,351,336 8,022,690



 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（１）受注高                                  （単位：千円、％） 

  

（２）売上高                                  （単位：千円、％） 

  

（３）繰越工事高                                （単位：千円、％） 

 （注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．受注高、売上高及び繰越工事高

  前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度 

建設事業 

土木  11,497,810  11,129,493  △368,316  △3.2  25,985,850

建築  3,284,450  3,681,984  397,533  12.1  11,015,374

計  14,782,260  14,811,477  29,217  0.2  37,001,225

不動産事業  159,356  287,255  127,898  80.3  409,739

合計  14,941,616  15,098,732  157,116  1.1  37,410,964

  前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度 

建設事業 

土木  10,214,524  9,743,380  △471,143  △4.6  31,848,263

建築  4,590,654  5,421,518  830,864  18.1  13,477,265

計  14,805,178  15,164,898  359,720  2.4  45,325,528

不動産事業  159,356  287,255  127,898  80.3  409,739

合計  14,964,534  15,452,153  487,619  3.3  45,735,268

  前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度 

建設事業 

土木  15,367,551  9,607,965  △5,759,585  △37.5  8,221,852

建築  8,812,314  5,917,093  △2,895,221  △32.9  7,656,627

計  24,179,865  15,525,058  △8,654,806  △35.8  15,878,479

不動産事業 － － － － － 

合計  24,179,865  15,525,058  △8,654,806  △35.8  15,878,479
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