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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 107,068 △4.0 2,725 △15.4 3,443 0.6 2,246 14.3
22年3月期第2四半期 111,542 △9.8 3,221 △51.2 3,421 △50.9 1,966 △48.2

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 21.86 20.19
22年3月期第2四半期 18.52 17.16

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 175,026 107,185 57.8 984.52
22年3月期 180,128 105,307 55.4 973.13

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  101,240百万円 22年3月期  99,868百万円

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 20.00
23年3月期 ― 10.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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  無  
 

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 296,500 9.3 15,600 12.5 16,600 15.1 9,600 14.6 93.40



(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きは終了しております。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．５「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 117,812,419株 22年3月期  117,812,419株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  14,979,030株 22年3月期  15,186,651株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 102,788,448株 22年3月期2Q 106,147,879株
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１．四半期連結財務諸表 
（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   

現金預金 6,551 6,136

受取手形・完成工事未収入金 40,412 70,917

有価証券 23,128 16,630

未成工事支出金等 35,646 19,404

その他 6,420 6,350

貸倒引当金 △106 △199

流動資産合計 112,052 119,239

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 18,033 18,166

土地 26,920 25,429

その他（純額） 1,894 1,632

有形固定資産計 46,847 45,228

無形固定資産 2,736 2,932

投資その他の資産   

その他 15,439 14,749

貸倒引当金 △2,050 △2,019

投資その他の資産計 13,389 12,729

固定資産合計 62,973 60,889

資産合計 175,026 180,128

- 2 -

㈱協和エクシオ（1951）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 22,097 28,722

短期借入金 3,237 －

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 15,000 －

未払法人税等 1,556 3,738

未成工事受入金 5,852 2,948

引当金 1,264 958

その他 7,580 13,125

流動負債合計 56,587 49,494

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 － 15,000

長期借入金 3,091 2,450

退職給付引当金 4,716 4,469

その他の引当金 912 799

その他 2,532 2,607

固定負債合計 11,252 25,326

負債合計 67,840 74,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,888 6,888

資本剰余金 6,051 6,009

利益剰余金 98,797 97,590

自己株式 △11,068 △11,272

株主資本合計 100,668 99,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 572 652

評価・換算差額等合計 572 652

新株予約権 316 272

少数株主持分 5,628 5,167

純資産合計 107,185 105,307

負債純資産合計 175,026 180,128
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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) 

完成工事高 111,542 107,068

完成工事原価 99,339 95,796

完成工事総利益 12,203 11,272

販売費及び一般管理費 8,981 8,547

営業利益 3,221 2,725

営業外収益   

受取利息 81 39

受取配当金 90 128

段階取得に係る差益 － 271

負ののれん償却額 83 －

その他 197 697

営業外収益合計 453 1,137

営業外費用   

支払利息 7 37

為替差損 76 105

固定資産除却損 71 －

その他 98 276

営業外費用合計 253 419

経常利益 3,421 3,443

特別利益   

退職給付制度改定益 － 517

貸倒引当金戻入額 208 －

特別利益合計 208 517

特別損失   

投資有価証券売却損 105 －

特別損失合計 105 －

税金等調整前四半期純利益 3,524 3,960

法人税等 1,706 1,530

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,430

少数株主利益又は少数株主損失（△） △148 183

四半期純利益 1,966 2,246
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（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 

 税金費用については、当第２四半期連結累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計算しております。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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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軽微であります。 

企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12

月26日）を適用しております。 

  該当事項はありません。  

  該当事項はありません。 

２．その他の情報

（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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