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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 9,649 △28.7 130 29.8 135 4.1 149 120.7
21年3月期第2四半期 13,528 ― 100 ― 130 ― 67 ―

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 22.43 ―
21年3月期第2四半期 9.71 ―

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 16,482 8,655 50.6 1,249.52
21年3月期 17,552 8,598 47.0 1,237.22

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,337百万円 21年3月期  8,256百万円

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00
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  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 20,000 △23.6 280 37.3 310 23.6 210 74.4 31.47



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、３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他（２）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（３）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 
１．平成21年５月15日公表の業績予想は、平成21年11月９日に修正しております。 
２．本資料に掲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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、３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 7,694,080株 21年3月期  7,694,080株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,021,248株 21年3月期  1,020,948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 6,672,982株 21年3月期第2四半期 6,983,460株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の持ち直しが見られるものの、本格的な回復には至

らず失業率は過去最高水準を記録するなど、景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、仕掛中であった大型

土木工事が完成したものの景気の減退を受けて民間建築工事が減少したこと等により売上高は96億49百万円（前年同

期比28.7％減）となりました。 

 一方、利益につきましては、売上高は減少したものの不採算工事の縮小や経費の削減に努めたこと等により営業利

益は１億30百万円（前年同期比29.8％増）、経常利益は１億35百万円（前年同期比4.1％増）、四半期純利益は１億

49百万円（前年同期比120.7％増）となりました。   

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の資産総額は、前連結会計年度末に比べ10億69百万円減少し、164億82百万円となり

ました。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。 

 負債総額は、前連結会計年度末に比べ11億27百万円減少し、78億26百万円となりました。これは主に支払手形・工

事未払金等が減少したことによるものであります。また、純資産総額につきましては、前連結会計年度末に比べ57百

万円増加し、86億55百万円となりました。 

  

  

 通期の業績予想につきましては、今後も当社グループをとりまく経営環境は引き続き厳しい状況で推移するものと

思われますが、第２四半期連結累計期間において不採算工事が減少したことや経費の削減等により利益が改善したこ

とを踏まえ、平成21年５月15日に発表した業績予想を修正しております。 

 詳細は、平成21年11月９日に開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の一般債権に係る貸倒引当金は、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率

等から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用いて算定しておりま

す。 

② 完成工事補償引当金の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の完成工事補償引当金は、前連結会計年度において算定した補償工事費の

完成工事高に対する実績率から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実績率を用いて

算定しております。 

③ 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を一部省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

④ 経過勘定項目の算定方法  

 一部の費用については、合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

⑤ 繰延税金資産およ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ため、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おります。 

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

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

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



  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

   

  

 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、パイル工事は杭の打設本数を基準とした杭施工進捗率、地

盤改良工事は掘削量を基準とした地盤改良施工進捗率による方法）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、売上高は12億52百万円増加し、営業利益及び経常利益はそれぞれ１億１百万円増加、税金等調整

前四半期純利益は93百万円増加しております。  

  

  

（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 5,107,911 3,921,336

受取手形・完成工事未収入金等 4,281,268 6,278,523

未成工事支出金等 1,053,808 1,540,266

その他 1,523,817 1,571,458

貸倒引当金 △55,966 △78,019

流動資産合計 11,910,840 13,233,565

固定資産   

有形固定資産 3,261,098 3,003,395

無形固定資産 27,782 24,915

投資その他の資産   

その他 1,474,095 1,470,965

貸倒引当金 △191,352 △180,397

投資その他の資産計 1,282,742 1,290,567

固定資産合計 4,571,623 4,318,879

資産合計 16,482,463 17,552,444



（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 4,493,891 5,635,719

短期借入金 386,000 387,926

1年内返済予定の長期借入金 117,473 86,628

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 170,805 42,427

未成工事受入金 256,685 899,651

引当金 126,304 104,834

その他 666,455 619,588

流動負債合計 6,317,616 7,876,775

固定負債   

長期借入金 187,334 168,435

退職給付引当金 521,152 515,272

役員退職慰労引当金 63,800 67,000

その他 736,974 326,856

固定負債合計 1,509,261 1,077,563

負債合計 7,826,877 8,954,339

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,330,219 2,330,219

利益剰余金 4,643,750 4,562,830

自己株式 △358,155 △358,077

株主資本合計 8,326,714 8,245,872

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,126 10,233

評価・換算差額等合計 11,126 10,233

少数株主持分 317,744 341,999

純資産合計 8,655,585 8,598,105

負債純資産合計 16,482,463 17,552,444



（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 13,528,748 9,649,864

売上原価 12,251,305 8,480,855

売上総利益 1,277,443 1,169,009

販売費及び一般管理費 1,177,038 1,038,719

営業利益 100,405 130,290

営業外収益   

受取利息 7,719 6,802

受取配当金 5,075 4,822

仕入割引 6,789 4,437

受取賃貸料 2,257 2,560

物品売却益 8,306 3,223

その他 6,762 10,163

営業外収益合計 36,909 32,010

営業外費用   

支払利息 4,453 4,922

売上割引 1,440 1,283

為替差損 572 8,005

貸倒引当金繰入額 － 10,658

その他 192 1,438

営業外費用合計 6,658 26,308

経常利益 130,655 135,992

特別利益   

固定資産売却益 4,337 84,266

貸倒引当金戻入額 1,499 22,063

特別利益合計 5,837 106,330

特別損失   

固定資産処分損 4,393 1,035

投資有価証券評価損 1,051 －

特別損失合計 5,445 1,035

税金等調整前四半期純利益 131,047 241,287

法人税等 67,723 114,991

少数株主損失（△） △4,476 △23,355

四半期純利益 67,800 149,651



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



①受注高 

（単位：千円） 

  

②売上高 

（単位：千円） 

（注）平成22年３月期第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」を適用し、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を適用しております。これにより、「建

設事業」の売上高は 千円増加しております。  

  

③受注残高 

（単位：千円） 

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんの

で、同事業については受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

  

６．その他の情報

（１）受注・売上高・受注残高内訳表

項  目 

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  12,329,774  11,895,452

 建設資材販売事業  1,020,540  1,032,871

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 －  －

合  計  13,350,314  12,928,323

項  目 

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  13,150,899  8,990,201

 建設資材販売事業  352,156  608,305

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 25,693  51,357

合  計  13,528,748  9,649,864

1,252,457

項  目 

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  6,937,974  7,807,115

 建設資材販売事業  668,384  424,565

 土木建築コンサルティング 

全般等事業 
 －  －

合  計  7,606,358  8,231,681
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