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1.  平成22年7月期第2四半期の業績（平成21年8月1日～平成22年1月31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7月期第2四半期 1,217 △21.2 △122 ― △127 ― △127 ―
21年7月期第2四半期 1,546 ― △158 ― △147 ― △221 ―

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7月期第2四半期 △1.65 ―
21年7月期第2四半期 △2.86 ―

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7月期第2四半期 3,202 1,628 50.8 21.01
21年7月期 3,260 1,758 53.9 22.70

（参考） 自己資本   22年7月期第2四半期  1,628百万円 21年7月期  1,758百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年7月期 ― 0.00
22年7月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年7月期の業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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  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 3,100 12.5 15 ― 8 ― 6 ― 0.09
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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.その他をご覧下さい。 

(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.その他をご覧下さい。 

(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7月期第2四半期 77,527,498株 21年7月期  77,527,498株
② 期末自己株式数 22年7月期第2四半期  39,150株 21年7月期  39,055株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年7月期第2四半期 77,488,378株 21年7月期第2四半期 77,488,587株

※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、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。 
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  当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善などを背景に、一部持ち直しの兆しが見られたも

のの、厳しい雇用情勢が続いており、デフレや金融資本市場の変動の影響などにより、先行き不透明感がぬぐいき

れない状況にあります。  

  建設業界におきましても、政策面での事業仕分けなどにより、公共投資は依然として減少を続け、民間設備投資

も住宅需要の低迷や設備投資意欲の減退により大幅に落ち込むなど、縮小する市場での受注競争は一層激化してお

ります。 

  このような状況の中、当社におきましては、主力の上・下水道の施工におきまして、他社との差別化を図るた

め、より一層技術力の向上及び新技術の開発を推進してまいりました。また、不動産開発部門におきましては、Ｏ

ＬＹ機材等の普及を図るため、積極的に新規顧客獲得に向け営業を展開するとともに、販売用不動産も引き続き早

期売却に向け販売促進を図ってまいりました。 

  その結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、受注高6億68百万円（前年同期比64.2％減）、売上高

12億17百万円（前年同期比21.2％減）となりました。 

  収益面につきましては、原価低減、経費削減に努めておりますが、売上高の減少に伴い、1億22百万円の営業損

失となりました。 

  経常損益面につきましては、支払利息等の支払いにより、1億27百万円の経常損失となりました。 

  四半期純損益につきましては、1億27百万円の四半期純損失となりました。 

  事業の種類別概要は、次のとおりであります。 

（建設事業）  

  建設事業におきましては、依然として公共投資の縮減、落札価格の低価格化が引き続いておりますが、元請受注

に注力し、受注高5億75百万円（前年同期比58.6％減）、売上高11億19百万円（前年同期比4.6％増）、完成工事総

利益80百万円（前年同期比134.0％増）となりました。 

 （不動産事業等）  

  不動産事業等におきましては、引き続きＯＬＹ機材の拡販と販売用不動産の早期売却に努め、受注高92百万円

（前年同期比80.6％減）、売上高92百万円（前年同期比80.6％減）となり、不動産事業等総損失8百万円（前年同

期は16百万円の不動産事業等総利益）となりました。 

 （その他） 

  その他の事業におきましては、投資事業において売上高6百万円、その他の売上総利益6百万円となりました。 

    

  

（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の残高は32億2百万円となり、前事業年度末に比べ57百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、現金預金4億7百万円及び未成工事支出金1億9百万円の減少等によるものであります。 

   当第２四半期会計期間末の負債の残高は15億74百万円となり、前事業年度末に比べ72百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、工事未払金等38百万円、未成工事受入金32百万円、預り金21百万円等の増加によるもので

あります。 

   当第２四半期会計期間末の純資産の残高は16億28百万円となり、前事業年度末に比べ1億30百万円減少いたし

ました。その主な要因は、四半期純損失1億27百万円によるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期会計期間における「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）」の四半期末残高は、第１四

半期会計期間末に比べ3億79百万円減少（前第２四半期会計期間末は1億31百万円増加）し10億47百万円（前第２

四半期会計期間末は6億94百万円の残高）となりました。各キャッシュ・フローの状況等につきましては、次の

とおりであります。 

  

   ①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4億14百万円（前年同期は16百万円の支出）となりました。これは主に、税

引前四半期純損失の計上、売上債権の増加等によるものであります。  

  

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
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   ②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、貸付による支出等がありましたが、主に保険積立金の解約による収

入により15百万円（前年同期は34百万円の資金増加）の資金の増加となりました。 

  

   ③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、主に長・短期借入金の返済により9百万円（前年同期は6百万円の支

出）の資金の支出となりました。 

  

  

  第２四半期累計期間における業績の進捗や今後の市場環境を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年

9月14日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。 

  当該予想に関する詳細につきましては、本日（平成22年3月12日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

  

  

  

簡便な会計処理 

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 

  減価償却費の算定方法として定率法を採用している固定資産については、事業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。 

   

 ②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しく変化がないと認められるた

め、前事業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。 

  

 ③たな卸資産のたな卸高の算定方法 

  当第２四半期会計期間末のたな卸高の算定につきましては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見

積もり、簿価切り下げを行う方法によっております。  

   

    

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、工期１年以上、かつ請負金額１億円以上の工事については

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、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２四半期累計期間の売上高は271,377千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純

損失は、それぞれ13,995千円減少しております。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

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
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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22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,047,118 1,454,927

受取手形・完成工事未収入金等 548,242 253,045

未成工事支出金 21,049 130,769

不動産事業等支出金 151,613 168,250

販売用不動産 215,343 157,145

営業投資有価証券 53,444 37,582

短期貸付金 17,500 15,000

前払費用 25,949 9,669

その他 243,069 113,740

貸倒引当金 △16,965 △12,827

流動資産合計 2,306,368 2,327,303

固定資産   

有形固定資産   

建物 839,774 839,774

減価償却累計額 △595,806 △585,138

建物（純額） 243,967 254,635

構築物 105,918 105,918

減価償却累計額 △101,314 △100,455

構築物（純額） 4,603 5,462

機械及び装置 53,367 53,367

減価償却累計額 △51,208 △50,768

機械及び装置（純額） 2,158 2,598

車両運搬具 6,661 6,661

減価償却累計額 △6,496 △6,462

車両運搬具（純額） 165 199

工具器具・備品 61,967 61,369

減価償却累計額 △59,424 △58,859

工具器具・備品（純額） 2,542 2,509

土地 397,254 404,227

有形固定資産計 650,691 669,632

無形固定資産 2,263 －

投資その他の資産   

長期貸付金 231,807 235,423

固定化営業債権 253,900 254,732

破産更生債権等 1,869 1,935

その他 118,966 135,410

貸倒引当金 △363,210 △364,168

投資その他の資産計 243,333 263,333

固定資産合計 896,288 932,965

資産合計 3,202,656 3,260,268
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 153,215 114,887

短期借入金 674,463 683,963

未払金 4,409 3,968

未払費用 60,515 50,828

未払法人税等 4,189 6,432

未成工事受入金 525,076 492,388

預り金 104,486 83,228

賞与引当金 5,692 13,488

その他 16,399 22,504

流動負債合計 1,548,446 1,471,689

固定負債   

退職給付引当金 12,655 13,493

その他 13,240 16,424

固定負債合計 25,896 29,918

負債合計 1,574,342 1,501,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,758,495 1,758,495

資本剰余金 53,475 752,254

利益剰余金 △127,597 △698,779

自己株式 △56,483 △56,481

株主資本合計 1,627,889 1,755,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 423 3,171

評価・換算差額等合計 423 3,171

純資産合計 1,628,313 1,758,660

負債純資産合計 3,202,656 3,260,268

－6－

㈱大盛工業（1844）　平成22年7月期　第2四半期決算短信（非連結）



（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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高   

完成工事高 1,069,811 1,119,113

不動産事業等売上高 476,447 92,241

その他の売上高 － 6,387

売上高合計 1,546,259 1,217,742

売上原価   

完成工事原価 1,035,565 1,038,958

不動産事業等売上原価 459,472 100,721

売上原価合計 1,495,037 1,139,679

売上総利益   

完成工事総利益 34,245 80,155

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

16,975 △8,480

その他の売上総利益 － 6,387

売上総利益合計 51,221 78,062

販売費及び一般管理費 209,644 200,089

営業損失（△） △158,423 △122,027

営業外収益   

不動産賃貸料 21,729 2,741

その他 5,079 7,109

営業外収益合計 26,808 9,850

営業外費用   

支払利息 10,240 9,755

雑支出 5,267 6,064

営業外費用合計 15,508 15,820

経常損失（△） △147,123 △127,997

特別利益   

固定資産売却益 － 3,844

特別利益合計 － 3,844

特別損失   

貸倒引当金繰入額 15,742 1,547

減損損失 15,906 －

営業投資有価証券評価損 35,157 －

その他 5,947 250

特別損失合計 72,754 1,797

税引前四半期純損失（△） △219,878 △125,950

法人税、住民税及び事業税 1,620 1,647

法人税等合計 1,620 1,647

四半期純損失（△） △221,498 △127,597
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（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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △219,878 △125,950

減価償却費 14,668 12,671

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,228 3,013

減損損失 15,906 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,110 △838

賞与引当金の増減額（△は減少） 168 △7,796

受取利息及び受取配当金 △2,631 △1,450

支払利息 10,240 9,755

営業投資有価証券評価損 35,157 －

売上債権の増減額（△は増加） 76,640 △295,196

たな卸資産の増減額（△は増加） 278,217 68,787

仕入債務の増減額（△は減少） △147,507 39,278

その他 △86,954 △105,027

小計 △6,632 △402,752

利息及び配当金の受取額 2,631 1,450

利息の支払額 △8,348 △7,921

法人税等の支払額 △3,667 △4,985

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,017 △414,209

投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出 △17,800 △4,300

貸付金の回収による収入 48,000 1,550

保険積立金の解約による収入 － 15,241

その他 4,686 3,411

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,886 15,902

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △4,500 △7,100

長期借入金の返済による支出 △2,100 △2,400

自己株式の取得による支出 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,600 △9,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,268 △407,808

現金及び現金同等物の期首残高 682,084 1,454,927

現金及び現金同等物の四半期末残高 694,353 1,047,118
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 該当事項はありません。 

  

 平成21年10月28日に開催した第43回定時株主総会の決議により、資本準備金698,779千円を取崩し、同額をそ

の他資本剰余金に振替えております。さらに剰余金の処分として、その他資本剰余金を同額減少し、その他利益

剰余金の繰越利益剰余金へ振替を行い、繰越損失の解消を図っております。 

  

（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
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  平成22年1月22日（訴状送達日は平成22年2月12日）付にて、当社株主の株式会社ウィークリーセンターより、平

成21年10月28日開催の当社第43回定時株主総会の第４号議案「取締役６名選任の件」に関して、当該決議の取消し

等を求める訴訟が東京地方裁判所に提起されました。  

  

  

６．その他の情報
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