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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 12,349 △2.4 16 38.0 106 △67.5 31 △74.3
21年3月期第2四半期 12,656 ― 11 ― 328 ― 123 ―

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 1.48 ―
21年3月期第2四半期 5.37 ―

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 43,961 29,187 66.4 1,362.26
21年3月期 42,293 29,226 69.1 1,363.88

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  29,187百万円 21年3月期  29,226百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 10.00 10.00

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 29,000 △15.6 300 △49.7 600 △25.7 350 3.7 16.33
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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、５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 
上記予想は、本資料発表日現在の見通し、計画に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性がありま
す。 
なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、４ページをご参照ください。 

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3月期第2四半期 23,805,000株 21年3月期  23,805,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,379,531株 21年3月期  2,375,718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 21,426,863株 21年3月期第2四半期 22,949,148株
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(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

（参考）個別業績予想

平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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 25,000 △23.1 150 △74.1 450 △41.5 250 △28.1 11.67
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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、世界的な金融危機の影響が依然として残るものの、

政府の財政政策ならびに景気対策の効果や、輸出の増加など一部には回復基調となりましたが、企業の生

産回復の兆しは見ることができず、雇用・所得環境も厳しさを増すなかで個人消費の減少が続き、景気の

動向は低調なまま推移いたしました。  

 建設業界におきましては、補正予算効果による公共工事は低水準ながら堅調に推移いたしましたが、民

間投資は企業設備投資の抑制が続くなど、受注競争は一層厳しいものとなりました。 

  このような経営環境のもと、当社グループは提案型営業活動を積極的に推進し、施工能力に見あう受注

量の確保や施工体制の効率化を図るなどの諸施策を展開してまいりました。 

  このような結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高は151億円、売上高は123億49百万円とな

りました。利益面では営業利益16百万円、経常利益１億６百万円、四半期純利益31百万円を計上する結果

となりました。 

  

（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合計は、前連結会計年度末に比べ16億67百万円増加し、439億61

百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が11億29百万円増加し、未成工事支出

金が11億62百万円増加したことなどによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ17億７百万円増加し、147億74百万円となりました。主な要因

は、未成工事受入金が33億78百万円増加しましたが、支払手形・工事未払金等が13億12百万円減少したこ

となどによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ39百万円減少し、291億87百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金の減少１億82百万円、その他有価証券評価差額金が１億29百万円増加したことなどによるもの

です。 

  

今後の見通しといたしましては、円高による輸出の減少が企業業績に影響を与えるものと予想され、国

内景気の動向は企業の生産活動の低下や雇用情勢の悪化など減速傾向が続き、景気の回復にはなお不透明

感が残るものと思われます。 

  建設市場におきましては、公共工事の凍結や削減が予想され、民間設備投資におきましても、企業業績

の低迷から上向く気配は無いと考えられます。 

  このような状況を踏まえ、通期の業績予想につきましては、平成21年８月７日に公表いたしました業績

予想を修正いたしました。 

【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。 

  

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貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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する

方法によっております。 

③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

方法によっております。 

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、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想

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①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、請負金額15億円以上かつ工期１年超の工事につい

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、「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10億32百万円、売上総利益は１億42百万円、営業

利益は１億42百万円、経常利益は１億42百万円及び税金等調整前四半期純利益は１億42百万円それぞれ

増加しております。 

  

  

  

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 10,853,094 10,374,443

受取手形・完成工事未収入金等 13,106,787 11,977,033

有価証券 999,670 1,299,479

未成工事支出金 5,190,568 4,028,201

その他 1,035,926 1,462,701

貸倒引当金 △49,351 △49,225

流動資産合計 31,136,696 29,092,633

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,760,303 3,772,432

その他（純額） 1,882,444 1,954,728

有形固定資産合計 5,642,748 5,727,160

無形固定資産 85,002 72,644

投資その他の資産   

投資有価証券 2,915,166 3,026,459

投資不動産（純額） 3,661,638 3,681,343

その他 1,025,357 1,200,587

貸倒引当金 △505,000 △507,000

投資その他の資産合計 7,097,162 7,401,389

固定資産合計 12,824,913 13,201,194

資産合計 43,961,609 42,293,828

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,755,916 8,068,872

短期借入金 237,726 237,640

未払法人税等 80,842 372,818

未成工事受入金 6,299,604 2,920,910

引当金 33,000 33,000

その他 529,634 773,569

流動負債合計 13,936,723 12,406,811

固定負債   

役員退職慰労引当金 264,370 254,999

その他 573,474 405,054

固定負債合計 837,844 660,053

負債合計 14,774,568 13,066,865
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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 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,002

利益剰余金 26,601,124 26,783,749

自己株式 △948,697 △947,409

株主資本合計 28,849,679 29,033,592

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 305,637 176,044

為替換算調整勘定 31,725 17,326

評価・換算差額等合計 337,362 193,370

純資産合計 29,187,041 29,226,962

負債純資産合計 43,961,609 42,293,828
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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 12,656,815 12,349,628

売上原価 11,155,964 10,687,329

売上総利益 1,500,851 1,662,299

販売費及び一般管理費 1,489,167 1,646,173

営業利益 11,684 16,125

営業外収益   

受取利息 15,719 7,887

受取配当金 37,493 26,366

受取地代家賃 222,150 224,963

為替差益 30,804 －

持分法による投資利益 42,986 －

その他 62,268 91,616

営業外収益合計 411,422 350,834

営業外費用   

支払利息 11,098 5,338

不動産賃貸費用 50,392 55,727

為替差損 － 162,867

持分法による投資損失 － 9,027

その他 33,134 27,252

営業外費用合計 94,626 260,212

経常利益 328,480 106,746

特別利益   

貸倒引当金戻入額 107,000 1,841

その他 8,464 －

特別利益合計 115,464 1,841

特別損失   

投資有価証券評価損 113,087 －

固定資産売却損 － 5,305

その他 886 1,049

特別損失合計 113,973 6,354

税金等調整前四半期純利益 329,971 102,234

法人税等 206,752 70,566

四半期純利益 123,218 31,667
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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 329,971 102,234

減価償却費 135,909 130,671

貸倒引当金の増減額（△は減少） △107,000 △2,000

のれん償却額 9,241 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31,157 9,370

受取利息及び受取配当金 △53,212 △34,254

支払利息 11,098 5,338

為替差損益（△は益） 41,594 30,592

投資有価証券評価損益（△は益） 113,087 －

持分法による投資損益（△は益） △42,986 9,027

投資有価証券売却損益（△は益） － 200

有形固定資産売却損益（△は益） － 5,305

有形固定資産除却損 886 849

売上債権の増減額（△は増加） 5,214,988 △819,314

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,971,963 189,284

仕入債務の増減額（△は減少） △1,764,978 △1,448,884

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,252,469 1,948,474

その他の資産の増減額（△は増加） 205,668 481,701

その他の負債の増減額（△は減少） △295,927 △475,446

小計 3,047,688 133,151

利息及び配当金の受取額 53,212 34,254

利息の支払額 △11,077 △5,338

法人税等の還付額 219,388 －

法人税等の支払額 △27,966 △385,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,281,244 △223,856

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 △49,185 △31,736

有形固定資産の売却による収入 － 22,302

投資有価証券の取得による支出 △176 －

投資有価証券の売却による収入 14,974 700

投資有価証券の償還による収入 － 250,000

投資不動産の取得による支出 △11,400 －

その他 △118,987 △8,112

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,776 233,153
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（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) 

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） △573,458 △22,471

長期借入金の返済による支出 △15,000 －

リース債務の返済による支出 － △3,146

自己株式の売却による収入 671 －

自己株式の取得による支出 △6,617 △1,288

配当金の支払額 △298,218 △213,739

財務活動によるキャッシュ・フロー △892,621 △240,645

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,030 △12,746

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,204,816 △244,095

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 322,938

現金及び現金同等物の期首残高 8,498,729 11,673,922

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,703,545 11,752,765
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該当事項はありません。 
  
  

該当事項はありません。 

  

 (1) 連結受注実績 

                                      (単位：千円、％)

 
  

  

 (2) 連結売上実績 

                                     (単位：千円、％)

 
  

  

(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. 平成22年３月期第２四半期の受注及び販売の実績

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 11,665,123 77.3 17,276,825 80.9 △5,611,701 △32.5

電力工事 2,679,527 17.7 2,884,037 13.5 △204,509 △7.1

空調給排水工事 468,643 3.1 834,593 3.9 △365,950 △43.8

機器製作 287,278 1.9 361,108 1.7 △73,829 △20.4

合計 15,100,573 100.0 21,356,564 100.0 △6,255,991 △29.3

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 9,039,656 73.2 9,370,350 74.0 △330,693 △3.5

電力工事 2,708,200 21.9 1,998,348 15.8 709,852 35.5

空調給排水工事 346,396 2.8 1,008,552 8.0 △662,156 △65.7

機器製作 255,374 2.1 279,564 2.2 △24,190 △8.7

合計 12,349,628 100.0 12,656,815 100.0 △307,187 △2.4
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