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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 12,037 10.3 △537 ― △591 ― △387 ―
22年3月期第2四半期 10,913 0.4 △309 ― △358 ― △228 ―

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 △24.29 ―
22年3月期第2四半期 △14.34 ―

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 23,736 5,346 22.3 332.04
22年3月期 28,766 5,823 20.1 363.11

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,298百万円 22年3月期  5,794百万円

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 ― 0.00 ― 2.50 2.50
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 1.50 1.50

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 36,000 △0.1 460 △44.6 400 △46.3 270 △56.4 16.92



(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 
・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）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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 15,978,500株 22年3月期  15,978,500株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  19,925株 22年3月期  19,925株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,958,575株 22年3月期2Q 15,958,575株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加を背景に企業収益の改善が続く中

で、個人消費も改善傾向が見受けられるなど、緩やかな回復基調で推移しましたが、長引くデフレや雇

用・所得環境の低迷に加え、欧州の金融不安や米国経済の減速懸念、円高・株安や政策効果の息切れな

ど、景気を下押しする懸念材料も多く、先行き不透明な状況が続きました。 

 道路建設業界におきましても、公共投資は引続き低水準で推移していることから、受注競争が一段と激

化し、厳しい事業環境にありました。 

 当社グループでは、このような状況下、顧客第一・品質重視の経営姿勢を堅持し、工事受注と製品販売

の拡大に向けて既存顧客の深耕や、新規顧客の開拓などに総力を挙げてまいりました。その結果、売上高

は120億３千７百万円（前年同期109億１千３百万円）となりました。利益につきましては、経常損失が５

億９千１百万円（前年同期の経常損失３億５千８百万円）、四半期純損失が３億８千７百万円（前年同期

の四半期純損失２億２千８百万円）となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に比較的集中するた

め、第１四半期から第３四半期の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。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて25％減少し、144億９百万円となりました。これは、現金預金

が12億１千１百万円、未成工事支出金が７億７千５百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金

等が76億８千７百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて２％減少し、93億１千９百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて24％減少し、137億１千８百万円となりました。これは、支払

手形・工事未払金等が45億２千３百万円、短期借入金が２億４千万円それぞれ減少したことなどによりま

す。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて４％減少し、46億７千１百万円となりました。これは長期借入金

が９千６百万円、社債が５千万円減少したことなどによります。 

  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて８％減少し、53億４千６百万円となりました。これは、主と

して当四半期純損失により利益剰余金が４億１千３百万円減少したことなどによります。 

  

平成23年３月期通期の業績予想につきましては、現在のところ平成22年５月19日に公表しました業績

予想の数値から変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

1. 当四半期の連結業績等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) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分する方法により算定しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度以降に経営環境等、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、前連結会計年度末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おります。 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わな

いで債権と債務を相殺消去しております。 

取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法

により相殺消去しております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

当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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税

率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方

法によっております。 

 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。 

  

「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）を第１四半期連結

会計期間から適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ50千円増加し、税金等調整

前四半期純損失は9,422千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は、9,834千円であります。 

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表文）及び「持分法適用関

連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を第１四半期連

結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 1. 棚卸資産の評価方法

 2. 固定資産の減価償却費の算定方法

 3. 退職給付費用の期間按分計算

 4. 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

 5. 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

  連結会社相互間の債権と債務の相殺消去

  連結会社相互間の取引を相殺消去

 1. 税金費用の計算

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

 1. 資産除去債務に関する会計基準の適用

 2. 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用
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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：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 5,194,275 3,983,131

受取手形・完成工事未収入金等 5,517,834 13,204,859

未成工事支出金 2,320,039 1,544,641

その他のたな卸資産 281,340 283,317

繰延税金資産 345,103 114,462

その他 888,910 210,400

貸倒引当金 △137,617 △129,528

流動資産合計 14,409,885 19,211,284

固定資産

有形固定資産

土地 5,959,179 5,959,179

その他（純額） 2,225,834 2,259,018

有形固定資産合計 8,185,013 8,218,198

無形固定資産 74,686 88,001

投資その他の資産

投資有価証券 737,228 840,120

長期貸付金 96,644 101,968

破産更生債権等 391,458 336,452

繰延税金資産 5,213 5,213

その他 228,278 301,754

貸倒引当金 △399,267 △346,254

投資その他の資産合計 1,059,555 1,239,255

固定資産合計 9,319,256 9,545,455

繰延資産 7,097 9,463

資産合計 23,736,239 28,766,203
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（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 5,332,814 9,856,502

短期借入金 5,223,160 5,463,560

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 361,686 332,076

未払法人税等 38,530 64,005

未成工事受入金 1,485,963 1,504,999

賞与引当金 105,400 220,600

完成工事補償引当金 15,813 15,156

工事損失引当金 191,000 246,756

その他 864,348 290,271

流動負債合計 13,718,717 18,093,928

固定負債

社債 200,000 250,000

長期借入金 388,754 485,652

繰延税金負債 48,472 88,560

再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,170,441

退職給付引当金 2,749,250 2,755,926

その他 114,424 98,213

固定負債合計 4,671,343 4,848,795

負債合計 18,390,060 22,942,723

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 1,267,134 1,680,703

自己株式 △3,592 △3,592

株主資本合計 3,884,644 4,298,214

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,686 80,391

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 △17,607 2,028

評価・換算差額等合計 1,414,218 1,496,559

少数株主持分 47,315 28,706

純資産合計 5,346,179 5,823,480

負債純資産合計 23,736,239 28,766,203
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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：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 10,913,988 12,037,210

売上原価 10,270,163 11,589,780

売上総利益 643,825 447,430

販売費及び一般管理費 953,316 984,939

営業損失（△） △309,491 △537,508

営業外収益

受取利息 4,088 3,969

受取配当金 10,215 11,113

株式割当益 － 9,381

持分法による投資利益 6,599 －

雑収入 10,968 14,203

営業外収益合計 31,872 38,668

営業外費用

支払利息 74,102 65,311

持分法による投資損失 － 12,164

雑支出 6,413 14,707

営業外費用合計 80,516 92,183

経常損失（△） △358,135 △591,023

特別利益

固定資産売却益 － 6,471

貸倒引当金戻入額 36,648 －

特別利益合計 36,648 6,471

特別損失

固定資産除却損 5,623 443

割増退職金 3,143 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,372

特別損失合計 8,766 9,815

税金等調整前四半期純損失（△） △330,253 △594,367

法人税等 △105,082 △207,935

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △386,432

少数株主利益 3,705 1,258

四半期純損失（△） △228,876 △387,690
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【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 7,291,262 6,986,218

売上原価 6,856,415 6,674,463

売上総利益 434,847 311,755

販売費及び一般管理費 462,145 435,663

営業損失（△） △27,298 △123,908

営業外収益

受取利息 2,037 2,193

受取配当金 3,078 1,186

持分法による投資利益 6,477 －

補助金収入 － 3,715

雑収入 4,291 4,744

営業外収益合計 15,884 11,839

営業外費用

支払利息 34,995 29,445

持分法による投資損失 － 1,975

雑支出 4,383 10,456

営業外費用合計 39,378 41,877

経常損失（△） △50,792 △153,946

特別利益

固定資産売却益 － 2,384

特別利益合計 － 2,384

特別損失

固定資産除却損 5,132 57

割増退職金 1,965 －

特別損失合計 7,097 57

税金等調整前四半期純損失（△） △57,889 △151,619

法人税等 △12,495 △49,304

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △102,315

少数株主利益 1,912 2,104

四半期純損失（△） △47,307 △104,420
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(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損失（△） △330,253 △594,367

減価償却費 137,851 149,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） △36,648 61,102

その他の引当金の増減額（△は減少） 129,576 △176,974

受取利息及び受取配当金 △14,303 △15,082

支払利息 74,102 65,311

持分法による投資損益（△は益） △6,599 12,164

その他の営業外損益（△は益） △5,823 △9,561

有形固定資産売却損益（△は益） － △6,471

有形固定資産除却損 5,623 443

その他の特別損益（△は益） 3,143 9,372

売上債権の増減額（△は増加） 10,322,471 7,621,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,097,676 △765,688

仕入債務の増減額（△は減少） △5,335,655 △4,543,462

未払消費税等の増減額（△は減少） △511,419 △48,288

小計 2,334,388 1,759,572

利息及び配当金の受取額 14,306 15,080

利息の支払額 △81,768 △66,309

法人税等の支払額 △45,534 △52,506

その他 △19,242 △78,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,202,150 1,577,212

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 △98,501 △60,554

有形固定資産の売却による収入 － 8,611

無形固定資産の取得による支出 △1,682 △950

投資有価証券の売却による収入 389 －

ゴルフ会員権の売却による収入 15,600 －

貸付けによる支出 △55,174 △37,452

貸付金の回収による収入 55,269 39,094

少数株主からの子会社出資金取得による支出 － △13,822

その他 △43,113 18,725

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,212 △46,347

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） △700,000 △240,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △148,298 △167,288

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

配当金の支払額 △23,499 △39,261

その他 △2,623 △3,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △924,421 △399,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △893 △5,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,149,622 1,125,821

現金及び現金同等物の期首残高 3,048,736 3,983,131

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 85,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,198,358 5,194,275
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(6) 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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 個別受注実績 

 
（注）１．受注高は当該四半期までの累計額であります。 
   ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。 
  
 受注実績内訳 

 
（注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

受注高

     百万円   ％

23年３月期第２四半期 12,114 △25.2

22年３月期第２四半期 16,203 24.5

前第２四半期
（自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日）

当第２四半期
（自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日）

増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 舗装工事 13,330 (82.3) 9,234 (76.2) △4,095 △30.7

部 土木工事等 862 ( 5.3) 951 ( 7.9) 88 10.3

門 計 14,193 (87.6) 10,186 (84.1) △4,007 △28.2

製品等販売部門 2,010 (12.4) 1,928 (15.9) △81 △4.1

合計 16,203 (100 ) 12,114 (100 ) △4,088 △25.2
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