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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

※21年9月期につきましては連結財務諸表を作成していないため、提出会社の数値を記載しております。 
 

(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9月期第2四半期 2,582 △19.5 357 △23.4 370 △18.0 289 13.7
21年9月期第2四半期 3,207 △16.4 467 96.7 452 252.3 254 4.8

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9月期第2四半期 4.45 ―

21年9月期第2四半期 3.68 ―

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9月期第2四半期 4,834 2,064 42.7 32.02
21年9月期 4,901 2,161 44.1 32.30

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  2,063百万円 21年9月期  2,161百万円

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9月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
22年9月期 ― 1.00

22年9月期 
（予想）

― 1.00 2.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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 5,130 ― 630 ― 670 ― 480 ― 7.41
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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、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) 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） 

(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 

本資料に記載されている業績見通し等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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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9月期第2四半期 74,573,440株 21年9月期  74,573,440株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期 10,120,783株 21年9月期  7,645,783株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 65,090,723株 21年9月期第2四半期 69,306,327株
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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、一部に景気回復の兆しが見られるものの、雇用・所得環境の悪

化及び個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移致しました。 

当社が顧客基盤とするところの首都圏の建設業界においては、新設マンションの着工戸数には底打ち感が見られる

ものの、総数は依然として低調であり、工事現場数の本格的な回復には至っておりません。 

このような事業環境の下、当社グループは、中核事業である工事現場への技術者派遣において、工事現場数の縮小

による建設業界の全体的な需要の減少を、積極的な新規開拓によって補ってまいりました。すなわち、従前より主力

であった建築現場に加えて、電気・設備工事や土木工事の分野にも、積極的に営業を行い、受注を確保することで、

稼動技術者数を維持してまいりました。 

また、当社グループは、中核事業においては安定的に収益を確保する一方で、長期的な成長を実現すべく、潜在的

に需要の高い保育業界に新規参入し、積極的な投資により保育所の開設を行ってまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,582百万円（前年同期比19.5％減）、営業利益357百万円

（前年同期比23.4％減）、経常利益370万円（前年同期比18.0％減）、四半期純利益289百万円（前年同期比13.7％

増）となりました。 

  

当社は、当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。このため、「連結財政状態に関する定

性的情報」は、便宜上、提出会社の前事業年度末の貸借対照表と当第２四半期連結会計期間末とを比較して記載して

おります。 

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前事業年度末に比べて67百万円減少し、4,834百万円となり

ました。これは、流動資産及び投資その他の資産の「その他」に含まれている繰延税金資産の減少72百万円等による

ものです。負債の残高は、前事業年度末に比べて30百万円増加し、2,770百万円となりました。これは、借入金の増加

85百万円等によるものです。また純資産の残高は、前事業年度末に比べて97百万円減少し、2,064百万円となりまし

た。これは、剰余金の配当133百万円、自己株式の取得232百万円があったこと、四半期純利益289百万円を計上したこ

と等によるものです。 

  

(1)連結業績予想 

子会社である株式会社我喜大笑の重要性が増したため、当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成して

おります。これに伴い当社の連結業績予想を前述のとおりといたしました。 

 なお、詳細につきましては平成22年4月30日に公表いたしました「連結業績予想に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

(2)個別業績予想 

現時点における通期の業績予想につきましては、平成21年10月30日に公表しました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

・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

株式会社夢真ホールディングス（2362）平成22年9月期　第２四半期決算短信

－3－



該当事項はありません。 

  

(固定資産の減価償却の算定方法） 

定率法を採用している固定資産については、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。 

  

(繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法) 

当社の繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

  

(連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去) 

・連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と

債務の相殺消去しております。 

・連結会社相互間の取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法により相殺

消去しております。 

  

該当事項はありません。 

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】 

※前連結会計年度末は連結財務諸表を作成していないため、提出会社の前事業年度末の貸借対照表を記載して
おります。 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,723,227 1,710,293

受取手形及び売掛金 777,821 744,002

たな卸資産 1,190 1,116

その他 255,113 377,333

貸倒引当金 △35,867 △16,783

流動資産合計 2,721,485 2,815,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 792,141 791,501

減価償却累計額 △67,503 △57,463

建物及び構築物（純額） 724,638 734,037

土地 663,719 663,719

その他 25,201 25,201

減価償却累計額 △19,236 △18,364

その他（純額） 5,964 6,836

有形固定資産合計 1,394,322 1,404,593

無形固定資産   

のれん 27,922 33,905

その他 6,088 6,295

無形固定資産合計 34,010 40,201

投資その他の資産   

その他 740,123 850,976

貸倒引当金 △55,469 △209,912

投資その他の資産合計 684,653 641,064

固定資産合計 2,112,986 2,085,859

資産合計 4,834,472 4,901,821
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,079 9,571

1年内返済予定の長期借入金 840,000 1,066,400

未払法人税等 16,254 15,000

賞与引当金 44,203 45,130

その他 346,767 401,429

流動負債合計 1,255,305 1,537,531

固定負債   

長期借入金 1,510,000 1,197,800

その他 5,147 5,039

固定負債合計 1,515,147 1,202,839

負債合計 2,770,452 2,740,371

純資産の部   

株主資本   

資本金 805,147 805,147

資本剰余金 867,545 867,545

利益剰余金 1,616,093 1,460,380

自己株式 △1,207,694 △974,764

株主資本合計 2,081,090 2,158,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,161 3,143

評価・換算差額等合計 △17,161 3,143

少数株主持分 89 －

純資産合計 2,064,019 2,161,450

負債純資産合計 4,834,472 4,901,821
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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10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,207,794 2,582,140

売上原価 2,167,558 1,752,930

売上総利益 1,040,235 829,209

販売費及び一般管理費 573,114 471,486

営業利益 467,121 357,722

営業外収益   

受取利息 10,181 2,060

受取配当金 － 3

投資事業組合運用益 － 20,953

受取家賃 40,161 42,199

助成金収入 － 23,509

その他 13,283 10,091

営業外収益合計 63,626 98,817

営業外費用   

支払利息 33,435 32,541

投資事業組合運用損 25,368 －

賃貸収入原価 15,165 15,434

支払手数料 － 24,000

その他 4,551 13,702

営業外費用合計 78,521 85,678

経常利益 452,227 370,862

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,615 14,801

その他 － 99

特別利益合計 11,615 14,901

特別損失   

投資有価証券評価損 75,023 －

特別退職金 － 6,103

役員退職慰労金 － 4,314

その他 19,182 －

特別損失合計 94,206 10,418

税金等調整前四半期純利益 369,636 375,345

法人税、住民税及び事業税 1,012 13,915

法人税等調整額 113,894 86,771

法人税等合計 114,906 100,687

少数株主損失（△） － △14,910

四半期純利益 254,729 289,568
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,519,867 1,332,737

売上原価 1,034,319 879,288

売上総利益 485,547 453,449

販売費及び一般管理費 248,235 220,921

営業利益 237,312 232,527

営業外収益   

受取利息 5,978 1,668

投資事業組合運用益 － 20,953

受取家賃 21,903 20,449

助成金収入 － 3,183

その他 10,336 7,028

営業外収益合計 38,217 53,284

営業外費用   

支払利息 15,928 19,184

金利スワップ評価損 － 12,839

投資事業組合運用損 25,368 －

賃貸収入原価 7,714 7,792

支払手数料 － 24,000

その他 1,284 844

営業外費用合計 50,297 64,660

経常利益 225,232 221,151

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △10,193 9,991

その他 － 99

特別利益合計 △10,193 10,091

特別損失   

投資有価証券評価損 11,066 －

特別退職金 － 6,103

役員退職慰労金 － 4,314

その他 16,509 －

特別損失合計 27,575 10,418

税金等調整前四半期純利益 187,464 220,824

法人税、住民税及び事業税 △22 13,612

法人税等調整額 46,024 22,136

法人税等合計 46,002 35,749

少数株主損失（△） － △8,910

四半期純利益 141,462 193,985
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該当事項はありません。 

  

 
※1 当社は、当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。このため、「前連結会計年度末残高」

は、便宜上、提出会社の前事業年度末の株主資本を記載しております。 

※2 平成21年５月15日、９月17日及び10月30日の取締役会決議に基づき、2,475,000株を取得いたしました。 

  

該当事項はありません。 

(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

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 ※1 805,147 867,545 1,460,380 △ 974,764 2,158,307

当第２四半期連結累計期間末までの 
変動額

 剰余金の配当 △ 133,855 △ 133,855

 四半期純利益 289,568 289,568

 自己株式の取得 ※2 △ 232,930 △ 232,930

当第２四半期連結累計期間末までの 
変動額合計

155,713 △ 232,930 △ 77,216

当第２四半期連結累計期間末残高 805,147 867,545 1,616,093 1,207,694 2,081,090

6. その他の情報
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