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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,367 △11.3 △262 ― △280 ― △275 ―
22年3月期第2四半期 3,795 △23.8 △123 ― △119 ― 209 △20.3

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 △27.71 ―
22年3月期第2四半期 21.09 ―

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 6,847 4,283 62.6 430.58
22年3月期 7,738 4,631 59.9 465.49

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,283百万円 22年3月期  4,631百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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 ― ― ― 5.00 5.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 8,000 △5.5 △400 ― △400 ― △430 ― △43.22



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 10,000,000株 22年3月期  10,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  52,339株 22年3月期  50,364株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  9,948,646株 22年3月期2Q  9,949,636株

※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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信【添付資料】P.3「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一昨年の秋以降急速に悪化した景気に対し、政府による景気

対策や新興国を中心とした外需により経済指標等に回復の動きが見られたものの、雇用情勢や所得環境は依然

として改善されておらず、実体経済は依然として厳しい状況にあります。また、欧米諸国での金融財政問題の

影響で株式市場が不安定なことに加え急激な円高の進行もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続

いております。 

このような状況の中で建設業界におきましても、昨年８月の政権交代以降の政治の混乱等により工事の発注

は引き続き低水準で推移しており、受注環境は相変わらず厳しい状況にあります。民間工事におきましても、

急激な円高等による景気の先行き不透明感から設備投資等については、慎重な姿勢を崩しておらず厳しい状況

が続いております。 

当社の場合は、主として地盤改良関連技術の専門工事に特化し時代のニーズに合った新技術の開発、または

改良を行い固有の技術力の向上を図りつつ相応した事業規模で選択と集中を基本戦略として堅実に経営を続け

てまいりました。 

当社の保有している多様な工法、技術を活用しながら各事業部、支店、営業、施工、技術開発、管理のそれ

ぞれの部門が厳しい経済状況の中、密接に連携を図り受注高、完成工事高及び利益等の事業計画達成に全力を

挙げて取り組んでまいりました。 

受注高につきましては、更なる公共工事の削減、恒常的な供給過剰からなる価格競争の激化、民間企業の設

備投資意欲の減退等による工事量の減少、一部工事の発注時期のずれ込み及び受注予定大型工事の減少等もあ

り32億１百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

完成工事高につきましては、前事業年度からの繰越工事高の減少、また一部工事の着工遅れ等により33億67

百万円（前年同期比11.3％減）となりました。 

利益につきましては、受注競争の激化により工事採算が悪化する中、施工プロセスの見直し等工事原価低減

策を実施してまいりましが、前事業年度からの繰越工事高の減少、手持工事の着工遅れ等により、営業損益は

２億62百万円の営業損失（前年同期は１億23百万円の営業損失）となり、経常損益は２億80百万円の経常損失

（前年同期は１億19百万円の経常損失）となりました。また、四半期純損益は２億75百万円の四半期純損失

（前年同期は２億９百万円の四半期純利益）となりました。   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期会計期間末の総資産につきましては、68億47百万円であり、前事業年度末に比べ８億90百万円

減少となりました。主な要因は、現金預金、売上債権（受取手形・完成工事未収入金等）及び未成工事支出金

の減少によるものであります。 

総負債につきましては、25億63百万円であり、前事業年度末に比べ５億42百万円減少となりました。主な要

因は、仕入債務（支払手形・工事未払金等）及び未払金の減少によるものであります。 

純資産につきましては、42億83百万円であり、前事業年度末に比べ３億48百万円減少となりました。自己資

本比率は62.6％（前事業年度末は59.9％）となっております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ５

億89百万円減少し、15億22百万円となりました。 

  

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は１億88百万円（前年同期は１億45百万円の獲得）となりました。 

これは主に、仕入債務（支払手形・工事未払金等）の減少によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は３億20百万円（前年同期は93百万円の獲得）となりました。 

これは主に、定期預金の預入及び投資有価証券の取得によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は54百万円（前年同期比58.0％増）となりました。 

これは主に、配当金の支払いによるものであります。   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期の業績予想及び配当予想につきましては、前回公表（平成22年８月６日付）いたしま

した通期業績予想及び配当予想を修正しております。詳しくは、本日別途公表（平成22年11月10日付）いたし

ました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（税金費用の計算） 

税金費用につきましては、税務上の加減算項目及び税額控除項目を重要なものに限定する簡便な方法によ

り計算しております。  

  

（２）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。これによる営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありませ

ん。  

   

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,072,045 2,607,605

受取手形・完成工事未収入金等 2,150,326 2,466,793

未成工事支出金 29,091 156,685

その他 97,872 129,301

貸倒引当金 △33,606 △43,741

流動資産合計 4,315,728 5,316,645

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 272,685 281,589

機械・運搬具（純額） 536,673 604,175

土地 270,938 270,938

その他（純額） 35,387 36,223

有形固定資産計 1,115,684 1,192,926

無形固定資産 27,279 28,583

投資その他の資産   

投資有価証券 736,673 629,866

その他 670,001 595,483

貸倒引当金 △18,141 △25,301

投資その他の資産計 1,388,534 1,200,048

固定資産合計 2,531,498 2,421,558

資産合計 6,847,226 7,738,203

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,712,438 2,096,823

短期借入金 500,000 500,000

未払金 58,360 116,290

未払法人税等 9,129 17,024

未成工事受入金 43,227 66,291

完成工事補償引当金 900 800

工事損失引当金 － 20,500

賞与引当金 14,874 43,800

その他 42,561 46,848

流動負債合計 2,381,490 2,908,377

固定負債   

繰延税金負債 4,422 19,817

退職給付引当金 18,233 25,637

役員退職慰労引当金 129,678 117,909

その他 30,155 35,027

固定負債合計 182,489 198,391

負債合計 2,563,980 3,106,768



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 904,737 904,737

利益剰余金 2,878,800 3,204,227

自己株式 △6,761 △6,522

株主資本合計 4,276,775 4,602,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,470 28,993

評価・換算差額等合計 6,470 28,993

純資産合計 4,283,246 4,631,434

負債純資産合計 6,847,226 7,738,203



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 3,795,342 3,367,890

売上高合計 3,795,342 3,367,890

売上原価   

完成工事原価 3,448,291 3,184,333

売上原価合計 3,448,291 3,184,333

売上総利益   

完成工事総利益 347,051 183,557

売上総利益合計 347,051 183,557

販売費及び一般管理費 470,982 446,269

営業損失（△） △123,931 △262,712

営業外収益   

受取利息 4,956 4,482

受取配当金 10,136 17,428

その他 4,975 6,809

営業外収益合計 20,068 28,720

営業外費用   

支払利息 3,378 3,333

貸倒引当金繰入額 1,389 －

有価証券売却損 3,516 －

為替差損 7,310 34,051

その他 － 8,812

営業外費用合計 15,595 46,197

経常損失（△） △119,457 △280,189

特別利益   

前期損益修正益 1,234 12,351

移転補償金 326,843 －

その他 687 1,050

特別利益合計 328,765 13,401

特別損失   

前期損益修正損 550 －

ゴルフ会員権売却損 － 2,989

その他 952 40

特別損失合計 1,502 3,029

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 207,804 △269,817

法人税、住民税及び事業税 6,859 5,861

法人税等還付税額 △8,905 －

法人税等合計 △2,046 5,861

四半期純利益又は四半期純損失（△） 209,851 △275,678



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

207,804 △269,817

減価償却費 100,733 89,714

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,769 △17,295

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,900 100

工事損失引当金の増減額（△は減少） 32,000 △20,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △28,925

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,021 △7,403

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,737 11,768

受取利息及び受取配当金 △15,093 △21,911

支払利息 3,378 3,333

固定資産除売却損益（△は益） － △1,050

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 2,989

移転補償金 △326,843 －

売上債権の増減額（△は増加） 42,087 316,467

未成工事支出金の増減額（△は増加） 4,283 127,594

破産更生債権等の増減額（△は増加） 4,378 8,050

仕入債務の増減額（△は減少） 34,697 △384,385

未成工事受入金の増減額（△は減少） △73,772 △23,064

その他 △205,183 21,047

小計 △188,497 △193,287

利息及び配当金の受取額 15,093 21,042

利息の支払額 △3,378 △3,333

移転補償金の受取額 326,843 －

法人税等の支払額 △13,477 △12,577

法人税等の還付額 8,905 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,487 △188,155

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 △164,320 △166,000

定期預金の払戻による収入 400,000 －

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 2,833 1,708

有形及び無形固定資産の取得による支出 △73,763 △10,313

有形固定資産の売却による収入 － 1,300

投資有価証券の取得による支出 △100,647 △153,274

ゴルフ会員権の売却による収入 － 3,073

貸付けによる支出 △6,000 △5,000

貸付金の回収による収入 6,182 4,979

その他の支出 △360 △932

その他の収入 29,786 3,999

投資活動によるキャッシュ・フロー 93,710 △320,459

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △239

配当金の支払額 △29,848 △49,748

その他 △4,871 △4,871

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,720 △54,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,153 △26,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,323 △589,560

現金及び現金同等物の期首残高 1,535,521 2,111,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,737,845 1,522,405



該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（１）受注工事高及び施工高の状況 

 ①受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては期中受注工事

高にその増減額を含めております。従って、期中完成工事高にもその増減額が含まれております。 

２．期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３．期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

４．前事業年度は、工種別に区分した情報を記載しておりましたが、当事業年度より、「セグメント情報等の

開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）が平成22年４月１日より開始

する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメント別）で情報を記載しております。 

（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

期 別 工種別
期首繰越 
工事高 

（百万円） 

期中受注
工事高 

（百万円）

計
（百万円）

期中完成
工事高 

（百万円）

期末繰越工事高 
期中
施工高 

（百万円）
手持工事高
（百万円） 

うち施工高 
（百万円） 

  

前第２四半期累計期間 

（自平成21年 

４月１日 

至平成21年 

９月30日） 

  

  

                            ％          

地盤注入工  3,299 1,505 4,805 2,179 2,625  4.4 116 2,115

アンカー・斜面安

定工 
 1,040 847 1,887 665 1,222  5.9 71 670

地盤改良工  1,103 509 1,613 648 964  2.1 20 668

その他  363 257 621 302 319  13.1 41 343

計  5,807 3,119 8,927 3,795 5,131  4.9 250 3,798

   前事業年度 

（自平成21年 

４月１日 

至平成22年 

３月31日）  

  

                            ％          

地盤注入工  3,299 3,503 6,803 4,704 2,099  3.3 68 4,592

アンカー・斜面安

定工 
 1,040 1,660 2,700 1,665 1,035  6.5 66 1,665

地盤改良工  1,103 1,431 2,535 1,340 1,194  － － 1,340

その他  363 682 1,045 753 291  － － 753

計  5,807 7,278 13,085 8,463 4,622  2.9 135 8,352

期 別 セグメント別 
期首繰越 
工事高 

（百万円） 

期中受注
工事高 

（百万円）

計
（百万円）

期中完成
工事高 

（百万円）

期末繰越工事高 
期中
施工高 

（百万円）手持工事高
（百万円） 

うち施工高 
（百万円） 

  

当第２四半期累計期間 

（自平成22年 

４月１日 

至平成22年 

９月30日） 

   

                            ％          

東京第一事業部  318 945 1,263 796 467  － － 796

東京第二事業部  839 524 1,364 418 945  － － 418

東京第三事業部  305 318 624 327 297  － － 327

名古屋支店  968 582 1,550 382 1,167  0.2 1 384

関西支店  830 50 880 241 639  － － 241

台北支店  714 200 915 695 219  11.2 24 651

その他  644 579 1,224 505 719  －   － 438

計  4,622 3,201 7,824 3,367 4,456  0.6 26 3,258



 ②受注工事高 

  （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．前第２四半期累計期間は、工種別に区分した情報を記載しておりましたが、当第２四半期累計期間は、

「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメン

ト情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）が平成

22年４月１日より開始する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメント別）で情報を記載して

おります。 

   

 ③完成工事高 

  （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。 

２．前第２四半期累計期間は、工種別に区分した情報を記載しておりましたが、当第２四半期累計期間は、

「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメン

ト情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）が平成

22年４月１日より開始する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメント別）で情報を記載して

おります。 

３．前第２四半期累計期間については、海外工事が10％未満のため記載を省略しております。 

期 別 工種別 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

計  
（百万円） 

前第２四半期累計期間 

（自平成21年４月１日 

至平成21年９月30日）

    

地盤注入工 1,024 480  1,505

アンカー・斜面安定工 336 510  847

地盤改良工 443 65  509

その他 56 200  257

計 1,861 1,257  3,119

期 別 セグメント別
官公庁

（百万円） 
民間

（百万円） 
計  

（百万円） 

当第２四半期累計期間 

（自平成22年４月１日 

至平成22年９月30日）

    

東京第一事業部 295 649  945

東京第二事業部 402 122  524

東京第三事業部 140 178  318

名古屋支店 175 406  582

関西支店 △50 100  50

台北支店 200 －  200

その他 382 197  579

計 1,546 1,655  3,201

期 別 工種別 

全社 ─ 
計

（百万円） 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） ─ ─ 

前第２四半期累計期間 
（自平成21年４月１日 
至平成21年９月30日） 

地盤注入工 1,677 501 －  － 2,179

アンカー・斜面安定工 283  382 －  － 665

地盤改良工 581 66 －  － 648

その他 129 172 －  － 302

計 2,672 1,122 －  － 3,795

期 別 セグメント別 

国内 海外 計
（Ｂ）  

（百万円） 官公庁
（百万円） 

民間
（百万円） 

（Ａ）
（百万円） 

（Ａ）/（Ｂ） 
（％） 

当第２四半期累計期間 
（自平成22年４月１日 
至平成22年９月30日） 

東京第一事業部 267 479 49  6.2 796

東京第二事業部 352 66 －  － 418

東京第三事業部 95 212 20  6.2 327

名古屋支店 217 165 －  － 382

関西支店 71 170 －  － 241

台北支店 － － 695  100.0 695

その他 290 214 －  － 505

計 1,294 1,308 765  22.7 3,367



４．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

ります。    

５．当第２四半期累計期間の海外工事の地域別割合は、次のとおりであります。 

    

 ④手持工事高（平成22年９月30日現在） 

  （注）１．官公庁には、当社が建設業者から下請として受注したものを含みます。  

２．第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）が平成22年４月１日より開始する事業年度より適用になったため、新しい区分（セグメ

ント別）で情報を記載しております。 

３．当第２四半期会計期間末における手持工事高のうち、海外工事が10％未満のため海外工事を含めて記載し

ております。   

   

相手先 

前第２四半期累計期間

（自平成21年４月１日 
   至平成21年９月30日）   

当第２四半期累計期間 
（自平成22年４月１日 

    至平成22年９月30日）   

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

前田建設工業㈱   －  －  700  20.8

㈱大林組   －  －  645  19.2

三井住友建設㈱  517  13.6  －  －

地域 当第２四半期累計期間（％）  

中華民国（台湾）  90.9

トルコ共和国  6.2

ブータン王国  2.6

その他   0.3

計  100.0

セグメント別 官公庁 
（百万円） 

民間
（百万円） 

計
（百万円） 

東京第一事業部 237 229 467

東京第二事業部 393 552 945

東京第三事業部 119 177 297

名古屋支店 217 950 1,167

関西支店 496 142 639

台北支店 219 － 219

その他 404 314 719

計 2,088 2,367 4,456
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