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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 25,512 △11.6 342 △59.0 340 △57.0 77 △86.8
22年3月期第2四半期 28,851 △6.2 835 557.7 790 636.3 588 16.2

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

23年3月期第2四半期 3.58 ―
22年3月期第2四半期 27.11 ―

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

23年3月期第2四半期 45,486 9,414 20.7 433.65
22年3月期 57,800 9,910 17.1 456.46

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,414百万円 22年3月期  9,910百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 66,330 △8.2 1,140 △65.9 1,110 △66.0 830 △40.1 38.23



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り上記予想と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は【添付資料】P.2「（３）連結業績予想に関する定性的情報」を参照してください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 21,720,000株 22年3月期  21,720,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  9,837株 22年3月期  9,345株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 21,710,525株 22年3月期2Q 21,711,317株



（参考）平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％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業績予想の修正有無 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 63,500  △8.7 1,100 △67.5 1,070 △67.5  800  △43.4 36.85
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）におけるわが国経済は、海外経済の

改善や政府の経済対策等を背景に緩やかに景気持ち直しの動きが見られたものの、円高による企業業績の伸び悩

み、厳しい雇用環境による個人消費の低迷が続くなど、先行きは不透明な状況で推移しました。 

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、民間設備投資の抑制や公共事業費の大幅な減少な

どが受注競争の激化を招き、業界を取り巻く経営環境は一段と悪化いたしました。 

このような状況のなかで、当社グループにおきましては、受注拡大および原価低減活動に加え、より一層業務の

効率化によるコスト削減に取り組みました。 

当第２四半期連結会計期間の受注工事高につきましては、建築工事は増加したものの、土木工事が減少し、前年

同四半期比10.2％減の143億７百万円となりました。売上高につきましては、前年同四半期比9.7％減の153億４千

４百万円となりました。営業損益につきましては、一部工事の採算悪化による利益率の低下などにより１億円の営

業損失（前年同四半期は８億７千７百万円の営業利益）、経常損益は、８千５百万円の経常損失（前年同四半期は

８億６千８百万円の経常利益）となりました。また、四半期純損益につきましても、減損損失などにより２億４千

４百万円の四半期純損失（前年同四半期は５億７千２百万円の四半期純利益）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、主たる事業である建築事業および土木事業において、契約により工事の完成引

渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間におけ

る売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

当第２四半期末における資産の残高は454億８千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ123億１千３百万円の

減少となりました。主な原因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金等、現金預金が減少したことによる

ものであります。 

② 負債 

負債の残高は360億７千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ118億１千８百万円の減少となりました。主な

原因といたしましては、借入金、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。 

③ 純資産 

純資産の残高は94億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億９千５百万円の減少となりました。主な

原因といたしましては、その他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、引き続き受注競争の激化が続くと見込まれるため、売上高、営業利

益、経常利益は、前回予想を下回る見込みです。当期純利益につきましては、財務体質の健全化を目的とした、一

部固定資産の売却などを見込んでいるため変更はありません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

連結会計年度に係る減価償却費の見積り額を期間按分して算出する方法によっております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これによる損益への影響はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,222,348 9,159,146

受取手形・完成工事未収入金等 11,630,738 21,251,220

販売用不動産 176,936 279,321

未成工事支出金 3,199,344 2,993,266

材料貯蔵品 270,608 285,113

繰延税金資産 280,334 365,102

その他 1,406,437 3,122,376

流動資産合計 23,186,748 37,455,547

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,622,851 1,680,768

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 156,256 147,497

建設仮勘定 85,317 6,609

土地 13,435,537 13,048,048

リース資産（純額） 20,183 19,466

有形固定資産計 15,320,146 14,902,391

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 211,721 244,215

無形固定資産計 229,904 262,398

投資その他の資産   

投資有価証券 3,620,281 3,471,900

長期貸付金 1,330,055 33,500

繰延税金資産 1,193,832 1,075,162

その他 623,756 617,646

貸倒引当金 △18,402 △18,402

投資その他の資産計 6,749,523 5,179,807

固定資産合計 22,299,574 20,344,596

資産合計 45,486,322 57,800,143



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,044,870 19,933,989

短期借入金 11,919,000 12,511,000

未成工事受入金 5,066,666 5,728,452

完成工事補償引当金 170,662 144,469

その他 765,478 2,907,954

流動負債合計 29,966,677 41,225,864

固定負債   

長期借入金 1,705,000 2,435,000

退職給付引当金 3,044,440 2,795,070

再評価に係る繰延税金負債 1,294,570 1,330,376

その他 60,997 103,803

固定負債合計 6,105,008 6,664,250

負債合計 36,071,686 47,890,114

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 5,460,445 5,547,636

自己株式 △2,515 △2,404

株主資本合計 8,105,777 8,193,078

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,975 566,873

土地再評価差額金 1,097,884 1,150,077

評価・換算差額等合計 1,308,859 1,716,950

純資産合計 9,414,636 9,910,028

負債純資産合計 45,486,322 57,800,143



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

完成工事高 28,152,379 25,022,597

兼業事業売上高 698,637 490,015

売上高合計 28,851,017 25,512,613

売上原価   

完成工事原価 25,449,214 22,743,895

兼業事業売上原価 413,687 203,911

売上原価合計 25,862,902 22,947,806

売上総利益   

完成工事総利益 2,703,164 2,278,702

兼業事業総利益 284,949 286,104

売上総利益合計 2,988,114 2,564,806

販売費及び一般管理費 2,152,796 2,222,631

営業利益 835,318 342,175

営業外収益   

受取利息 1,451 7,069

受取配当金 36,031 49,646

受取保険金 19,072 －

持分法による投資利益 8,731 2,688

雑収入 9,591 18,595

営業外収益合計 74,877 78,000

営業外費用   

支払利息 118,174 79,817

雑支出 1,188 0

営業外費用合計 119,362 79,817

経常利益 790,833 340,358

特別利益   

前期損益修正益 － 19,734

固定資産売却益 － 21,488

投資有価証券売却益 244,272 －

ゴルフ会員権売却益 11,800 －

その他 2,184 3,891

特別利益合計 258,256 45,114

特別損失   

前期損益修正損 2,681 120

固定資産除売却損 1,273 4,993

減損損失 － 335,178

その他 1,779 2,067

特別損失合計 5,733 342,359

税金等調整前四半期純利益 1,043,357 43,113

法人税、住民税及び事業税 280,898 13,826

法人税等調整額 173,788 △48,436

法人税等合計 454,686 △34,609

四半期純利益 588,670 77,723



（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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高   

完成工事高 16,608,036 15,143,451

兼業事業売上高 377,254 200,864

売上高合計 16,985,290 15,344,315

売上原価   

完成工事原価 14,804,348 14,212,840

兼業事業売上原価 234,580 50,204

売上原価合計 15,038,928 14,263,045

売上総利益   

完成工事総利益 1,803,688 930,610

兼業事業総利益 142,674 150,660

売上総利益合計 1,946,362 1,081,270

販売費及び一般管理費 1,068,938 1,181,499

営業利益又は営業損失（△） 877,423 △100,228

営業外収益   

受取利息 725 5,548

受取配当金 33,187 45,230

受取保険金 339 －

持分法による投資利益 4,182 －

雑収入 5,494 4,628

営業外収益合計 43,929 55,407

営業外費用   

支払利息 51,976 39,270

持分法による投資損失 － 1,590

雑支出 1,188 0

営業外費用合計 53,164 40,862

経常利益又は経常損失（△） 868,188 △85,684

特別利益   

前期損益修正益 － 19,734

投資有価証券売却益 91,901 －

ゴルフ会員権売却益 11,800 －

その他 2,184 807

特別利益合計 105,886 20,542

特別損失   

前期損益修正損 1,868 120

固定資産除売却損 196 4,770

減損損失 － 335,178

その他 1,407 1,871

特別損失合計 3,472 341,940

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

970,602 △407,081

法人税、住民税及び事業税 269,094 △14,762

法人税等調整額 129,281 △147,860

法人税等合計 398,375 △162,622

四半期純利益又は四半期純損失（△） 572,226 △244,458



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,043,357 43,113

減価償却費 150,290 134,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,874 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 205,956 249,370

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 17,427 26,193

受取利息及び受取配当金 △37,483 △56,716

支払利息 118,174 79,817

有形固定資産除売却損益（△は益） － △16,494

投資有価証券売却損益（△は益） △244,272 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △11,800 －

減損損失 － 335,178

売上債権の増減額（△は増加） 13,232,073 9,620,481

未成工事支出金の増減額（△は増加） △222,920 △206,078

仕入債務の増減額（△は減少） △11,229,241 △7,889,119

未成工事受入金の増減額（△は減少） △323,344 △661,785

持分法による投資損益（△は益） △8,731 △2,688

その他 △1,711,179 520,678

小計 974,432 2,176,740

利息及び配当金の受取額 42,225 45,538

利息の支払額 △116,799 △78,797

法人税等の支払額 △712,415 △928,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 187,443 1,215,153

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 △29,012 △1,252,145

有形固定資産の売却による収入 － 432,927

無形固定資産の取得による支出 △12,650 △12,098

投資有価証券の取得による支出 － △524,638

投資有価証券の売却による収入 372,136 －

ゴルフ会員権の売却による収入 19,000 －

貸付けによる支出 － △1,300,000

貸付金の回収による収入 － 49,493

その他 △828 △1,850

投資活動によるキャッシュ・フロー 348,644 △2,608,310

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） △2,000 △150,000

長期借入金の返済による支出 △1,208,000 △1,172,000

配当金の支払額 △108,556 △217,106

その他 △2,571 △4,532

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,321,127 △1,543,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △785,040 △2,936,797

現金及び現金同等物の期首残高 7,621,252 9,159,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,836,212 6,222,348



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（１）受注実績 

  

（２）売上実績 

（注）１．当社グループでは、建築事業・土木事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

３．上記の金額には、消費税は含んでおりません。 

（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

４．補足情報

セグメントの名称 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

建築事業  8,715  12,430

土木事業  7,224  1,877

合計  15,939  14,307

セグメントの名称 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

建築事業  12,373  9,505

土木事業  4,234  5,637

不動産事業  377  200

合計  16,985  15,344
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