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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22年3月31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3四半期 41,405 26.1 7,147 84.4 7,335 75.2 4,174 679.9
21年6月期第3四半期 32,839 ― 3,875 ― 4,186 ― 535 ―

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3四半期 151.75 ―
21年6月期第3四半期 18.93 ―

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3四半期 61,211 44,273 72.3 1,615.87
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3四半期  44,273百万円 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 ― 17.50 ―
22年6月期 

（予想）
20.00 37.50

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 51,000 19.3 7,100 64.5 7,300 51.6 4,000 106.1 145.40

－1－



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6月期第3四半期 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3四半期  1,703,492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3四半期 27,510,365株 21年6月期第3四半期 28,269,767株
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当第３四半期（平成21年７月１日～平成22年３月31日）の受注の状況は、土木建築工事業については第

１次補正予算の執行が遅れましたが、当社のメインとする補修工事の発注についての影響はほとんどな

く、前年同期比10.8%増の35,177百万円となりました。また、製品製造販売業についても耐震関連工事材

料の販売が好調で、前年同期比31.6%増の5,855百万円となりました。売上高については、受注増に加え、

工事進行基準適用による完成工事高が5,846百万円増加したため、前年同期比26.1%増の41,405百万円とな

りました。損益については、売上高の増加や工事施工の効率化及び生産性向上により営業利益は7,147百

万円（前年同期比3,271百万円増）、経常利益は7,335百万円（前年同期比3,148百万円増）となり、四半

期純利益は投資有価証券評価損が減少したこと等により、4,174百万円（前年同期比3,639百万円増）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 

  

当第３四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,606百万円増加し61,211百万円となり、負債は、

2,768百万円増加し16,938百万円となりました。主な要因は完成工事未収入金の増加及び工事未払金の増

加によるものです。純資産は、2,837百万円増加し44,273百万円となりました。主な要因は四半期純利益

の計上によるものです。 

  

・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３四半期連結累計期間
（自平成20年７月１日 

  至平成21年３月31日） 
（百万円）

当第３四半期連結累計期間 
（自平成21年７月１日 

  至平成22年３月31日） 
（百万円）

土木建築工事業 31,745 35,177（＋10.8%）

製品製造販売業 4,449 5,855（＋31.6%）

合 計 36,194 41,032（＋13.4%）

売上実績

区 分

前第３四半期連結累計期間
（自平成20年７月１日 

  至平成21年３月31日） 
（百万円）

当第３四半期連結累計期間 
（自平成21年７月１日 

  至平成22年３月31日） 
（百万円）

土木建築工事業 28,389 35,549（＋25.2%）

製品製造販売業 4,449 5,855（＋31.6%）

合 計 32,839 41,405（＋26.1%）

受注残高

区 分
前第３四半期連結会計期間末

（平成21年３月31日） 
（百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年３月31日） 

（百万円）

土木建築工事業 20,526 17,918（△12.7%）

製品製造販売業 － －

合 計 20,526 17,918（△12.7%）

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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第３四半期の受注動向等の業績を踏まえ、平成22年２月９日に公表した通期の業績予想を修正しまし

た。 

（通期の連結業績予想数値の修正） 

 
通期の業績については、売上高は、土木建築工事業、製品製造販売業ともに前回予想を上回る見込みで

す。利益については、工事施工の効率化や生産性の向上等で採算の改善が見込まれるため、営業利益、経

常利益、当期純利益は前回予想を上回る見込みです。 

  

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）

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 6,100 6,300 3,400 123.34

今回修正予想（Ｂ） 51,000 7,100 7,300 4,000 145.40

増減額（Ｂ－Ａ） ＋3,000 ＋1,000 ＋1,000 ＋600 ―

増 減 率（％） ＋6.3 ＋16.4 ＋15.9 ＋17.6 ―

（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、

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、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第３四半期連結会

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３四半期連結累計期間に係る売上高は5,846百万

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1,021百万円増加していま

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３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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 5,970 7,154

受取手形・完成工事未収入金等 18,080 7,330

有価証券 7,646 12,187

未成工事支出金 267 3,138

その他のたな卸資産 671 562

繰延税金資産 186 184

その他 567 330

貸倒引当金 △241 △89

流動資産合計 33,150 30,799

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,538 2,891

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 207 222

土地 9,017 7,508

建設仮勘定 163 1

有形固定資産計 12,926 10,623

無形固定資産 57 65

投資その他の資産   

投資有価証券 10,289 8,982

繰延税金資産 1,881 2,205

再評価に係る繰延税金資産 1,200 1,200

その他 1,932 2,026

貸倒引当金 △225 △298

投資その他の資産計 15,077 14,117

固定資産合計 28,061 24,805

資産合計 61,211 55,604
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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 10,102 7,916

未払法人税等 2,109 1,697

未成工事受入金 1,656 2,129

引当金 491 80

その他 1,193 1,146

流動負債合計 15,554 12,970

固定負債   

退職給付引当金 1,092 915

役員退職慰労引当金 24 21

その他 266 262

固定負債合計 1,383 1,198

負債合計 16,938 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 7,533 4,326

自己株式 △2,844 △1,932

株主資本合計 45,702 43,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 345 △199

土地再評価差額金 △1,748 △1,748

為替換算調整勘定 △25 △23

評価・換算差額等合計 △1,429 △1,971

純資産合計 44,273 41,435

負債純資産合計 61,211 55,604
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 32,839 41,405

売上原価 25,036 30,495

売上総利益 7,802 10,909

販売費及び一般管理費 3,927 3,761

営業利益 3,875 7,147

営業外収益   

受取利息 173 89

受取配当金 25 19

その他 131 97

営業外収益合計 331 206

営業外費用   

支払手数料 10 10

その他 10 8

営業外費用合計 21 19

経常利益 4,186 7,335

特別利益   

固定資産売却益 0 0

その他 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

投資有価証券評価損 3,158 101

投資有価証券売却損 － 67

その他 24 60

特別損失合計 3,183 229

税金等調整前四半期純利益 1,003 7,106

法人税、住民税及び事業税 1,884 2,951

法人税等調整額 △1,415 △20

法人税等合計 468 2,931

四半期純利益 535 4,174
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31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 1,003 7,106

減価償却費 245 232

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 7 44

投資有価証券評価損益（△は益） 3,158 101

有価証券売却損益（△は益） △26 △12

投資有価証券売却損益（△は益） － 67

貸倒引当金の増減額（△は減少） 163 79

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） 378 456

退職給付引当金の増減額（△は減少） △166 180

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △14 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） △17 3

受取利息及び受取配当金 △199 △109

売上債権の増減額（△は増加） △6,899 △10,749

未成工事支出金の増減額（△は増加） 173 2,870

たな卸資産の増減額（△は増加） 19 △108

その他の資産の増減額（△は増加） △61 △28

仕入債務の増減額（△は減少） 986 2,194

未成工事受入金の増減額（△は減少） 798 △473

その他の負債の増減額（△は減少） △49 30

その他 △54 △11

小計 △596 1,823

利息及び配当金の受取額 203 105

法人税等の支払額 △877 △2,682

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,270 △752

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △500

定期預金の払戻による収入 500 －

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,919 △3,675

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

3,852 1,278

有形固定資産の取得による支出 △69 △2,578

有形固定資産の売却による収入 0 0

貸付けによる支出 △13 △5

貸付金の回収による収入 11 11

その他 △15 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,345 △5,475

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △831 △933

自己株式の取得による支出 △1,156 △911

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,988 △1,845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,916 △8,074

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 10,581 9,475
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年７月１日  至  平成21年３月31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：製品等の製造及びその販売に関する事業 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成22年３月31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：製品等の製造及びその販売に関する事業 

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、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、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第３四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３四半期連結累計期間

の売上高は5,846百万円、営業利益は1,021百万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

28,389 4,449 32,839 ― 32,839

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 1,774 1,774 (1,774) ―

計 28,389 6,224 34,614 (1,774) 32,839

営業利益 2,847 986 3,833 41 3,875

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

35,549 5,855 41,405 ― 41,405

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 2,265 2,265 (2,265) ―

計 35,549 8,120 43,670 (2,265) 41,405

営業利益 5,456 1,578 7,034 113 7,147
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年７月１日  至  平成21年３月31日)及び 

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成22年３月31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３四半期連結累計期間(自  平成20年７月１日  至  平成21年３月31日)及び 

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年７月１日  至  平成22年３月31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

－11－

ショーボンドホールディングス㈱  (1414) 平成22年6月期 第3四半期決算短信


