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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7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6月期第1四半期 8,505 18.7 996 130.9 1,045 96.3 541 167.0
21年6月期第1四半期 7,168 ― 431 ― 532 ― 202 ―

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6月期第1四半期 19.53 ―
21年6月期第1四半期 7.14 ―

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6月期第1四半期 52,865 40,785 77.1 1,488.55
21年6月期 55,604 41,435 74.5 1,485.18

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  40,785百万円 21年6月期  41,435百万円

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6月期 ― 12.50 ― 17.50 30.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想） 15.00 ― 20.00 35.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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

第2四半期 
連結累計期間

21,400 38.4 2,060 120.6 2,160 86.2 1,160 ― 42.34

通期 48,000 12.3 5,000 15.8 5,300 10.0 2,850 46.8 104.02
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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、５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） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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 
上記の業績予想については、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた当社の判断によるものです。実際の業績は様々な要素により上
記記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。なお、業績予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照下さい。 

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6月期第1四半期 29,102,590株 21年6月期  29,102,590株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  1,703,267株 21年6月期  1,203,226株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 27,732,667株 21年6月期第1四半期 28,406,708株
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当第１四半期（平成21年７月１日～平成21年９月30日）については、公共事業予算の前倒し発注の影響

等により受注高は好調に推移し、前年同期比25.6%増の14,803百万円となりました。売上高は、期首の受

注残高が前年同期比1,120百万円増であったことに加え、会計基準変更による工事進行基準を新たに適用

したことにより、前年同期比18.7%増の8,505百万円となりました。損益については、売上高の増加や工事

の生産性向上及び効率化により営業利益は996百万円（前年同期比565百万円増）、経常利益は1,045百万

円（前年同期比512百万円増）となり、四半期純利益は541百万円（前年同期比338百万円増）となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントにおける受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。 

 
（注）表中の百分率は、前年同四半期増減率 

 
（注）表中の百分率は、前年同四半期増減率 

 
（注）表中の百分率は、前年同四半期増減率 

  

なお、当社グループの主たる事業である公共事業関連の土木事業は、工事の完成引渡しが第３四半期に

集中するという季節変動要因があり、第１四半期の経営成績は、通期業績予想に対し進捗率が低くなる傾

向にあります。 

  

当第1四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,739百万円減少し52,865百万円となり、負債は、

2,089百万円減少し12,080百万円となりました。主な要因は支払手形の決済、法人税等及び消費税等の支

払に現金預金を充てたことによるものです。純資産は、650百万円減少し40,785百万円となりました。主

な要因は自己株式の取得によるものです。 

  

・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

受注実績

区 分

前第１四半期連結会計期間
（自平成20年７月１日 

  至平成20年９月30日） 
（百万円）

当第１四半期連結会計期間 
（自平成21年７月１日 

  至平成21年９月30日） 
（百万円）

土木建築工事業 10,768 13,438（＋24.8%）

製品製造販売業 1,016 1,365（＋34.3%）

合 計 11,785 14,803（＋25.6%）

売上実績

区 分

前第１四半期連結会計期間
（自平成20年７月１日 

  至平成20年９月30日） 
（百万円）

当第１四半期連結会計期間 
（自平成21年７月１日 

  至平成21年９月30日） 
（百万円）

土木建築工事業 6,151 7,140（＋16.1%）

製品製造販売業 1,016 1,365（＋34.3%）

合 計 7,168 8,505（＋18.7%）

受注残高

区 分

前第１四半期連結会計期間
（自平成20年７月１日 

  至平成20年９月30日） 
（百万円）

当第１四半期連結会計期間 
（自平成21年７月１日 

  至平成21年９月30日） 
（百万円）

土木建築工事業 21,787 24,588（＋12.9%）

製品製造販売業 － －

合 計 21,787 24,588（＋12.9%）

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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第１四半期の受注動向等の業績を踏まえ、平成21年８月５日に公表した第２四半期連結累計期間及び通

期の業績予想を修正しました。 

（第２四半期連結累計期間の連結業績予想数値の修正） 

 
受注が好調に推移し、また、会計基準変更による工事進行基準適用工事の進捗も当初計画を上回って推

移したため、第２四半期連結累計期間の売上高及び営業利益、経常利益、四半期純利益について上方修正

します。 

  

（通期の連結業績予想数値の修正） 

 
通期の業績については、下期の公共事業の発注見通しについて不透明感があるため、売上高については

当初業績予想通りとしました。なお、利益については第１四半期に当初計画より利益率が改善したことを

踏まえて営業利益、経常利益及び当期純利益について上方修正します。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

四半期純利益 
（百万円）

１株当たり
四半期純利益 

（円）

前回発表予想（Ａ） 20,500 1,600 1,700 900 32.26

今回修正予想（Ｂ） 21,400 2,060 2,160 1,160 42.34

増減額（Ｂ－Ａ） ＋900 ＋460 ＋460 ＋260 ＋10.08

増 減 率（％） ＋4.4 ＋28.8 ＋27.1 ＋28.9 ＋31.2

（ご参考）前第２四半期連
結累計期間実績 

（平成21年６月期第２四半
期連結累計期間）

15,457 933 1,159 △1,218 △42.97

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益 
（百万円）

１株当たり
当期純利益 
（円）

前回発表予想（Ａ） 48,000 4,800 5,100 2,700 96.78

今回修正予想（Ｂ） 48,000 5,000 5,300 2,850 104.02

増減額（Ｂ－Ａ） ― ＋200 ＋200 ＋150 ＋7.24

増 減 率（％） ─ ＋4.2 ＋3.9 ＋5.6 ＋7.5

（ご参考）前期実績 
（平成21年６月期）

42,737 4,316 4,816 1,941 68.89
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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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法等によっています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営状況等、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ので、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・プランニングを利用する方法によっています。 

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。 

  

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、長期大型工事（工期１年超、かつ請負金額１

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いました

が、当第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、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第

１四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

ています。 

なお、平成21年６月30日以前に着手した工事契約のうち、長期大型工事（工期１年超、かつ請負

金額１億円以上）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引き続き適

用しています。 

これにより従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期連結累計期間に係る売上高は766百万

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183百万円増加していま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響は、10ページ「(5)セグメント情報」の【事業の種類別セグ

メント】(注)３.に記載しています。 

4. その他

(1) 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

(2) 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１四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,610 7,154

受取手形・完成工事未収入金等 7,889 7,330

有価証券 6,811 12,187

未成工事支出金 4,550 3,138

その他のたな卸資産 516 562

繰延税金資産 165 184

その他 618 330

貸倒引当金 △88 △89

流動資産合計 25,073 30,799

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,845 2,891

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 209 222

土地 7,508 7,508

建設仮勘定 2,310 1

有形固定資産計 12,874 10,623

無形固定資産 63 65

投資その他の資産   

投資有価証券 9,803 8,982

繰延税金資産 2,158 2,205

再評価に係る繰延税金資産 1,200 1,200

その他 1,962 2,026

貸倒引当金 △272 △298

投資その他の資産計 14,853 14,117

固定資産合計 27,791 24,805

資産合計 52,865 55,604
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(単位：百万円)

当第１四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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,121 7,916

未払法人税等 552 1,697

未成工事受入金 1,990 2,129

引当金 268 80

その他 880 1,146

流動負債合計 10,813 12,970

固定負債   

退職給付引当金 984 915

役員退職慰労引当金 20 21

その他 262 262

固定負債合計 1,267 1,198

負債合計 12,080 14,169

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 4,380 4,326

自己株式 △2,843 △1,932

株主資本合計 42,549 43,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 △199

土地再評価差額金 △1,748 △1,748

為替換算調整勘定 △28 △23

評価・換算差額等合計 △1,764 △1,971

純資産合計 40,785 41,435

負債純資産合計 52,865 55,604
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,168 8,505

売上原価 5,513 6,372

売上総利益 1,655 2,133

販売費及び一般管理費 1,223 1,136

営業利益 431 996

営業外収益   

受取利息配当金 74 34

その他 35 20

営業外収益合計 109 55

営業外費用   

支払手数料 3 3

その他 5 3

営業外費用合計 9 6

経常利益 532 1,045

特別利益   

前期損益修正益 13 3

その他 0 －

特別利益合計 13 3

特別損失   

投資有価証券評価損 123 91

その他 0 0

特別損失合計 124 92

税金等調整前四半期純利益 422 956

法人税、住民税及び事業税 284 501

法人税等調整額 △65 △86

法人税等合計 219 414

四半期純利益 202 541
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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 422 956

減価償却費 79 75

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 123 91

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △49

賞与引当金の増減額（△は減少） 232 236

退職給付引当金の増減額（△は減少） △211 68

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7 △4

工事損失引当金の増減額（△は減少） △3 5

受取利息及び受取配当金 △74 △34

売上債権の増減額（△は増加） 2,365 △558

未成工事支出金の増減額（△は増加） △596 △1,412

たな卸資産の増減額（△は増加） 56 45

その他の資産の増減額（△は増加） 47 6

仕入債務の増減額（△は減少） △2,876 △865

未成工事受入金の増減額（△は減少） △384 △139

その他の負債の増減額（△は減少） △342 △226

その他 △124 △17

小計 △1,362 △1,847

利息及び配当金の受取額 67 29

法人税等の支払額 △621 △1,848

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,916 △3,667

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,889 △1,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

1,251 27

有形固定資産の取得による支出 △23 △2,326

有形固定資産の売却による収入 0 －

貸付けによる支出 △5 －

貸付金の回収による収入 3 3

その他 △11 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △673 △3,297

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △499 △459

自己株式の取得による支出 △362 △911

財務活動によるキャッシュ・フロー △861 △1,370

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,451 △8,338

現金及び現金同等物の期首残高 12,497 17,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,046 9,211
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該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
  

 
（注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各区分に属する主要な事業の内容 

  土木建築工事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

  製品製造販売業：製品等の製造及び販売に関する事業 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

 
（注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各区分に属する主要な事業の内容 

  土木建築工事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

  製品製造販売業：製品等の製造及び販売に関する事業 

３ 「４ その他 (2)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、当第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、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第１四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います。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、「土木建築工事業」において、当第１四半期連結累計期間

の売上高は766百万円、営業利益は183百万円それぞれ増加しています。 

  

(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】

土木建築 
工事業 
(百万円)

製品製造
販売業 
(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

6,151 1,016 7,168 ― 7,168

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 384 384 (384) ―

計 6,151 1,401 7,553 (384) 7,168

営業利益 249 168 417 13 431

土木建築 
工事業 
(百万円)

製品製造
販売業 
(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

7,140 1,365 8,505 ― 8,505

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 544 544 (544) ―

計 7,140 1,909 9,050 (544) 8,505

営業利益 678 281 959 36 996
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 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しています。 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しています。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

該当事項はありません。 

  

【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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