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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 28,468 1.5 1,705 10.6 1,492 30.0 826 0.9
22年3月期第2四半期 28,035 14.4 1,542 73.7 1,148 △6.2 818 13.9

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 13.49 ―

22年3月期第2四半期 13.36 ―

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 82,549 29,017 34.5 465.03
22年3月期 87,874 28,543 31.9 456.97

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  28,490百万円 22年3月期  27,996百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00

23年3月期 ― 3.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 7.00

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 67,000 8.0 3,000 4.2 2,500 11.5 1,500 17.7 24.48



(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在で当社が入手可能な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
作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予測値と異なる可能性があります。 

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 61,360,720株 22年3月期  61,360,720株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  95,630株 22年3月期  95,461株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 61,265,168株 22年3月期2Q 61,265,635株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、中国を中心としたアジア経済が堅調に推移したことや政府によるエ

コポイント等の景気対策から企業収益の改善が続き、個人消費や設備投資は持ち直しているものの、依然としてデ

フレ状態にあることに加え、一部景気対策の終了に伴う需要の減少等の下振れ要因も依然として残り、景気の先行

きは不透明な状況が続いております。 

 当社グループをとりまく事業環境におきましては、引続き官公庁工事は低調に推移しているものの、民間市場に

おいては、住宅版エコポイント等政府による景気刺激策も続いており、また、首都圏のマンション契約率が好調を

維持している等、徐々に持ち直してきている状況にあります。 

 このような環境の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前年同期比

1.5％増の284億68百万円、営業利益は前年同期比10.6％増の17億5百万円、経常利益は前年同期比30.0％増の14億

92百万円、四半期純利益は前年同期比0.9％増の8億26百万円となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として工事の完成・物件の引渡しが第４四半期に集中している

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

上高が多くなるといった季節的変動があります。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（建設事業） 

 大手デベロッパー発注のマンションや企画提案型の土地有効活用案件、教育施設等の耐震補強工事などが順調

に進捗したことから、完成工事高は213億43百万円、セグメント利益は19億14百万円となりました。 

（開発事業等） 

 分譲マンション販売が好調に推移したことから、開発事業等売上高は71億25百万円、セグメント利益は65百万

円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて51億78百万円減少し、671億98百万

円となりました。これは、主として分譲マンション販売が好調だったことから販売用不動産が63億14百万円減少

したことによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて1億46百万円減少し、153億50百万円となりました。これは、主として

固定資産の減価償却実施によるものであります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末と比べて53億25百万円減少し、825億49百万円となりました。 

（負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて48億21百万円増加し、359億75百万

円となりました。これは、主として長期借入金の返済期限が一年以内となったことにより短期借入金が67億円増

加したことによるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて106億20百万円減少し、175億55百万円となりました。これは、主とし

て短期借入金への振替及び余剰資金の返済により長期借入金が106億42百万円減少したことによるものでありま

す。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べて57億99百万円減少し、535億31百万円となりました。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4億74百万円増加し、290億17百万

円となりました。これは、主として利益剰余金が四半期純利益により8億26百万円増加し、配当により2億45百万

円減少した結果、5億81百万円増加したこと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22年５月18日に公表しました通期の業績予想等に変更はありません。  

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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 

① たな卸資産の評価方法 

 たな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。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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。 

  

（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 

 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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ0百万円減少しており、税金等調

整前四半期純利益は4百万円減少しております。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6

百万円であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であるため、記載しておりません。  

② 連結財務諸表に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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）を適用しております。 

 なお、連結子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法へ変更したことによる損益

に与える影響はありません。 

  

  

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   

現金預金 14,715 16,077

受取手形・完成工事未収入金等 15,803 16,490

販売用不動産 22,371 28,685

未成工事支出金 351 1,065

開発事業等支出金 12,812 9,462

材料貯蔵品 73 52

繰延税金資産 230 239

その他 900 375

貸倒引当金 △61 △72

流動資産合計 67,198 72,376

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 8,500 8,479

減価償却累計額 △1,611 △1,377

建物・構築物（純額） 6,889 7,102

機械及び装置 107 94

減価償却累計額 △50 △46

機械及び装置（純額） 57 47

車両運搬具及び工具器具備品 273 267

減価償却累計額 △240 △235

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 33 31

土地 6,589 6,589

その他 34 34

減価償却累計額 △8 △5

その他（純額） 25 29

有形固定資産合計 13,594 13,800

無形固定資産 232 304

投資その他の資産   

投資有価証券 604 677

繰延税金資産 111 71

その他 820 684

貸倒引当金 △12 △41

投資その他の資産合計 1,524 1,392

固定資産合計 15,350 15,497

資産合計 82,549 87,874
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,172 16,744

短期借入金 17,704 11,004

未払法人税等 642 490

未成工事受入金 651 1,414

開発事業等受入金 463 267

賞与引当金 233 238

完成工事補償引当金 51 47

工事損失引当金 16 19

その他 1,040 926

流動負債合計 35,975 31,154

固定負債   

長期借入金 16,540 27,182

退職給付引当金 373 349

役員退職慰労引当金 155 160

繰延税金負債 265 266

その他 221 217

固定負債合計 17,555 28,176

負債合計 53,531 59,331

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,665 3,665

資本剰余金 3,421 3,421

利益剰余金 21,560 20,979

自己株式 △17 △17

株主資本合計 28,630 28,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 69

為替換算調整勘定 △165 △122

評価・換算差額等合計 △140 △52

少数株主持分 527 546

純資産合計 29,017 28,543

負債純資産合計 82,549 87,874
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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   

完成工事高 23,498 21,343

開発事業等売上高 4,537 7,125

売上高合計 28,035 28,468

売上原価   

完成工事原価 20,978 18,621

開発事業等売上原価 3,911 6,531

売上原価合計 24,889 25,152

売上総利益   

完成工事総利益 2,520 2,721

開発事業等総利益 625 593

売上総利益合計 3,146 3,315

販売費及び一般管理費 1,604 1,609

営業利益 1,542 1,705

営業外収益   

受取利息 13 3

受取配当金 4 5

その他 12 15

営業外収益合計 29 23

営業外費用   

支払利息 310 230

為替差損 95 0

その他 16 6

営業外費用合計 423 237

経常利益 1,148 1,492

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

投資有価証券評価損 21 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4

その他 － 0

特別損失合計 21 4

税金等調整前四半期純利益 1,126 1,487

法人税、住民税及び事業税 124 665

法人税等調整額 183 △2

法人税等合計 308 662

少数株主損益調整前四半期純利益 － 825

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 818 826
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 15,267 13,882

開発事業等売上高 2,677 3,848

売上高合計 17,944 17,730

売上原価   

完成工事原価 13,574 11,932

開発事業等売上原価 2,341 3,580

売上原価合計 15,916 15,513

売上総利益   

完成工事総利益 1,692 1,949

開発事業等総利益 335 267

売上総利益合計 2,028 2,217

販売費及び一般管理費 883 845

営業利益 1,145 1,372

営業外収益   

受取利息 9 2

受取配当金 0 0

その他 1 3

営業外収益合計 11 5

営業外費用   

支払利息 156 114

為替差損 69 0

その他 9 3

営業外費用合計 235 118

経常利益 920 1,259

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

投資有価証券評価損 13 －

特別損失合計 13 －

税金等調整前四半期純利益 907 1,259

法人税、住民税及び事業税 118 619

法人税等調整額 94 △73

法人税等合計 212 546

少数株主損益調整前四半期純利益 － 713

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益 694 713
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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 1,126 1,487

減価償却費 304 251

のれん償却額 72 72

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △39

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 △5

工事損失引当金の増減額（△は減少） 5 △3

その他の引当金の増減額（△は減少） △21 △0

受取利息及び受取配当金 △17 △8

為替差損益（△は益） 95 0

支払利息 310 230

投資有価証券評価損益（△は益） 21 －

固定資産売却損益（△は益） △0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4

売上債権の増減額（△は増加） △142 670

たな卸資産の増減額（△は増加） 985 3,596

仕入債務の増減額（△は減少） 1,268 △1,561

未成工事受入金等の増減額(△は減少) △615 △567

その他 △1,896 △691

小計 1,534 3,459

利息及び配当金の受取額 204 8

利息の支払額 △330 △235

法人税等の還付額 213 79

法人税等の支払額 △56 △463

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,566 2,848

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 300 －

有形固定資産の取得による支出 △14 △28

有形固定資産の売却による収入 4 －

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の償還による収入 － 15

貸付金の回収による収入 1,004 0

無形固定資産の取得による支出 △18 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,273 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 39,000 38,000

短期借入金の返済による支出 △43,000 △37,800

長期借入れによる収入 8,500 －

長期借入金の返済による支出 △8,642 △4,142

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △244 △244

その他 △3 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,389 △4,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,652 △1,361

現金及び現金同等物の期首残高 17,518 16,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,866 14,715
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 該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

 当社グループは、建築工事、土木工事等を行う建設工事全般に関する事業並びに不動産の仕入、開発、販

売、管理、賃貸等を行う不動産開発全般に関する事業により、事業活動を展開しております。 

 したがって、建設工事全般に関する事業から構成される「建設事業」及び不動産開発全般に関する事業か

ら構成される「開発事業等」の２つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

（注）１．セグメント利益の調整額△274百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、報告セグメントに帰属していない親会社本社の総務部等管理部門に係る経費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：百万円）

  建設事業 開発事業等 合計 
調整額 

(注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 

（注）２ 

売上高 

外部顧客への売上高 21,343 7,125 28,468 － 28,468

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － －

計 21,343 7,125 28,468 － 28,468

セグメント利益 1,914 65 1,980 △274 1,705

（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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四半期個別受注の概況 

  

個別受注実績 

(注)①受注高は、当該四半期までの累計額となっております。 

  ②％表示は、前年同四半期増減率となっております。 

  

（参考）個別受注実績内訳 

(注)前期以前に契約した工事で契約の更改により請負金額に変更があるものについては、期中受注高にその増減額

を含めております。 

  

  

４．補足情報

  受注高 

 平成23年３月期第２四半期 百万円26,215 %11.1

 平成22年３月期第２四半期 百万円23,606 %△26.4

区分 

前第２四半期累計期間 

（平成21年４月１日 

  平成21年９月30日） 

当第２四半期累計期間 

（平成22年４月１日 

  平成22年９月30日） 
比較増減額 

（百万円） 

増減率 

（％） 
受注高 

（百万円） 

構成比率 

（％） 

受注高 

（百万円） 

構成比率 

（％） 

建 

設 

事 

業 

住  宅 12,222 %51.8 10,789 %41.2 △1,433 %△11.7

事務所・店舗 1,066 %4.5 1,706 %6.5 640 %60.0

官公庁舎 3,388 %14.3 1,440 %5.5 △1,948 %△57.5

その他 640 %2.7 1,736 %6.6 1,096 %171.3

土  木 64 %0.3 0 %0.0 △64 %△99.8

計 17,382 %73.6 15,673 %59.8 △1,708 %△9.8

開発事業等 6,223 %26.4 10,542 %40.2 4,318 %69.4

合    計 23,606 %100.0 26,215 %100.0 2,609 %11.1
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