






名工建設㈱（1869）平成23年3月期　第2四半期決算短信

＜添付資料＞

１．当四半期決算に関する定性的情報

　（１）連結経営成績に関する定性的情報　………………………………………………………………２

　（２）連結財政状態に関する定性的情報　………………………………………………………………２

　（３）連結業績予想に関する定性的情報　………………………………………………………………２

２．その他の情報

　（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）……………･３

　（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

　（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　………………３

３．連結財務諸表等

　（１）四半期連結貸借対照表　……………………………………………………………………………４

　（２）四半期連結損益計算書　……………………………………………………………………………６

　（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書　…………………………………………………………７

　（４）継続企業の前提に関する注記　……………………………………………………………………９

　（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記　……………………………………………９

４．補足情報

　（１）(個別）四半期貸借対照表 　………………………………………………………………………１０

　（２）(個別）四半期損益計算書 　………………………………………………………………………１２

　（３）四半期個別受注の概況　……………………………………………………………………………１３

添付資料の目次

－1－



名工建設㈱（1869）平成23年3月期　第2四半期決算短信

（１）連結経営成績に関する定性的情報

　　　当第２四半期におけるわが国経済は、欧米経済の悪化懸念や急速な円高進行と株価下落により、

　　企業収益の改善は弱まり、依然として厳しい雇用情勢等、景気は低迷状況が続いております。

　　　建設業界におきましても、市場規模の縮小トレンドが依然として変わらず、先行きは依然不透

　　明な状況となっております。

　　　このような情勢下、当社グループは、安全と品質確保並びに技術力の向上を重点に事業活動を

　　積極的に進めてまいりましたが、当第２四半期の連結業績は、売上高は35百万円増加の29,087百

　　万円となりました。利益におきましては、営業利益が287百万円、経常利益は368百万円で四半期

　　純利益は134百万円となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　➀資産、負債及び純資産の状況

　　　当第２四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ売掛債権の回収に伴い受取手形・完

　　成工事未収入金等が大幅に減少したことにより6,111百万円減少して55,425百万円となりました。

　　　純資産につきましては、利益剰余金は10百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金で

　　597百万円減少したことなどにより、614百万円減の19,714百万円となりました。この結果、自己

　　資本比率は34.4％、１株当たり純資産は773円4銭となりました。　　

　②キャッシュ・フローの状況

　　　当第２四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは377百万円の減少となりました。

　　主な要因は、税金等調整前四半期純利益が 291百万円、売上債権の回収による受取手形・完成工

　　事未収入金等の減少が6,744百万円等の収入要因がありましたが、仕入債務の減少5,279百万円、

　　未成工事支出金の増加 1,644百万円、法人税等の支払い1,056百万円等の支出要因がありました。

　　

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは483百万円の減少となりました。主な要因は、投資有価

　　証券の売却による収入124百万円と有形固定資産の取得による支出 418百万円、無形固定資産の

　　取得による支出181百万円等であります。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは749百万円の増加となりました。主な要因は、借入金の

　　増加895百万円、配当金の支払い123百万円等です。

　　　以上の結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ 111百

　　万円減少し、2,673百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

　　　今年度通期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益の連結業績予想については平成22年

　　５月13日に公表しました通りであります。

１．当四半期に関する定性的情報
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　（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）

　　　　　該当事項はありません。

　（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

　　　１．税金費用の算定方法

　　　　　　税金費用の算定については、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算定しております。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。

　（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

　　　１．資産除去債務に関する会計基準の適用

　　　　　　当第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。

　　　　　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に及ぼす影響はありま

　　　　　せん。

　　　２．少数株主損益調整前四半期純損益の区分表示

　　　　　　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基

　　　　　づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）

　　　　　の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」

　　　　　の科目で表示しております。

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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   

現金及び預金 2,673 2,785

受取手形・完成工事未収入金等 25,867 32,615

未成工事支出金 2,341 697

その他のたな卸資産 683 722

繰延税金資産 935 879

その他 1,624 1,461

貸倒引当金 △674 △738

流動資産合計 33,452 38,422

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,394 6,524

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 851 775

土地 5,154 5,154

建設仮勘定 65 59

有形固定資産計 12,465 12,514

無形固定資産   

ソフトウエア 328 363

その他 160 20

無形固定資産計 489 384

投資その他の資産   

投資有価証券 7,582 8,884

その他 1,463 1,358

貸倒引当金 △27 △26

投資その他の資産計 9,018 10,215

固定資産合計 21,973 23,114

資産合計 55,425 61,537

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,445 18,389

短期借入金 13,050 12,255

未払法人税等 237 1,055

未成工事受入金 1,340 695

完成工事補償引当金 31 31

工事損失引当金 72 90

賞与引当金 845 1,108

役員賞与引当金 20 42

その他 771 1,344

流動負債合計 29,814 35,012
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（単位：百万円）

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) 

固定負債   

長期借入金 5,050 4,950

繰延税金負債 542 941

退職給付引当金 26 24

役員退職慰労引当金 63 63

その他 214 216

固定負債合計 5,897 6,195

負債合計 35,711 41,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,594 1,594

資本剰余金 1,854 1,854

利益剰余金 16,581 16,570

自己株式 △1,236 △1,216

株主資本合計 18,794 18,803

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 293 890

評価・換算差額等合計 293 890

少数株主持分 627 635

純資産合計 19,714 20,329

負債純資産合計 55,425 61,537
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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：百万円）

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 29,051 29,087

売上原価 26,639 26,317

売上総利益 2,411 2,769

販売費及び一般管理費 2,592 2,481

営業利益又は営業損失（△） △180 287

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 88 92

受取地代家賃 47 42

その他 13 35

営業外収益合計 150 169

営業外費用   

支払利息 77 78

その他 2 10

営業外費用合計 80 88

経常利益又は経常損失（△） △111 368

特別利益   

前期損益修正益 30 109

投資有価証券売却益 0 19

移転補償金 101 －

その他 8 0

特別利益合計 141 129

特別損失   

前期損益修正損 7 5

固定資産除却損 37 1

投資有価証券評価損 70 199

その他 2 1

特別損失合計 118 207

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（△）

△89 291

法人税等 △37 157

少数株主損益調整前四半期純利益 － 133

少数株主損失（△） △2 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △49 134
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△89 291

減価償却費 402 514

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △63

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2 △0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 127 △18

賞与引当金の増減額（△は減少） △170 △262

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △0

受取利息及び受取配当金 △89 △92

支払利息 77 78

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 △19

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 70 199

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △0

有形固定資産除却損 37 1

売上債権の増減額（△は増加） 8,415 6,744

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,154 △1,644

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 13 39

その他の資産の増減額（△は増加） △1,466 △232

仕入債務の増減額（△は減少） △1,834 △5,279

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,438 644

その他の負債の増減額（△は減少） 54 △204

その他 △3 △9

小計 2,824 664

利息及び配当金の受取額 89 92

利息の支払額 △68 △77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 135 △1,056

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,981 △377
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（単位：百万円）

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) 

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 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △3,099 △418

有形固定資産の売却による収入 137 39

無形固定資産の取得による支出 △16 △181

投資有価証券の取得による支出 △0 △3

投資有価証券の売却による収入 156 124

貸付けによる支出 － △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,121 △483

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） △1,900 1,595

長期借入れによる収入 1,600 300

長期借入金の返済による支出 △200 △1,000

自己株式の取得による支出 △2 △19

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △123 △123

少数株主への配当金の支払額 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △628 749

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △767 △111

現金及び現金同等物の期首残高 3,239 2,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,472 2,673
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