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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 24,418 △5.3 △472 ― △548 ― △436 ―

22年3月期第2四半期 25,782 △10.8 344 △76.4 228 △83.9 91 △89.0

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 △15.00 ―

22年3月期第2四半期 3.15 ―

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 39,598 16,837 42.4 578.03
22年3月期 42,277 17,854 42.1 612.58

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  16,805百万円 22年3月期  17,810百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 13.00 13.00

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 61,000 4.0 2,600 2.0 2,500 3.5 1,450 3.3 49.87



(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きの対象外であります。 
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連結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。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「1. 当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「2. 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 29,172,000株 22年3月期  29,172,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  99,037株 22年3月期  97,422株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 29,073,683株 22年3月期2Q 29,077,654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、中国を中心とした経済成長や政府の経済政策効果
等により景気は持ち直してきているものの、依然として雇用環境は厳しく、また、デフレの継続や急激
な円高などの影響もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。 
当業界におきましても、公共投資は減少しており、民間設備投資は持ち直しに転じつつあるものの、

建築工事費は依然として低調であり、極めて厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりました結果、受注

高は34,837百万円（前年同四半期比7.4％増）、売上高は24,418百万円（同5.3％減）となりました。 
利益につきましては、売上高の減少と価格競争の激化にともなう原価率悪化の影響を強く受け営業損

失472百万円、経常損失548百万円、四半期純損失436百万円となりました。 
なお、当社グループの属する建設事業の特性として、例年上半期に比べ下半期に完成する工事の割合

が大きく、特に第４四半期に売上高が集中するという季節的要因があることから、第２四半期連結累計
期間の売上高が通期の売上高に占める割合は低くなっております。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ2,679百万円
減少し、39,598百万円となっております。これは主に、現金及び預金や未成工事支出金が増加したもの
の、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものであります。 
負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ1,662百万円減少し、22,760百万円とな

っております。これは主に、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したこと等によるものでありま
す。 
また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ1,016百万円減少し、16,837百

万円となっております。これは主に、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 
  

わが国経済の景気の動向は依然として不透明であり、当業界におきましても引続き厳しい状況が続く
ことが予想されます。 
当社グループの属する建設事業の特性として、特に第４四半期に売上高が集中するという季節的要因

等を勘案し、通期の業績予想の見直しを行った結果、現時点では平成22年５月14日に公表いたしました
通期の業績予想の変更はありません。 
  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 
 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。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や、税額控除項目を重要なものに限
定する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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、前連結会計年度に使用した将来の業績予
想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

①「持分法に関する会計基準」の適用 

第１四半期連結会計期間より「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)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より「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、税金等調整前四半期純損失は47百万円増加しております。 

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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

現金及び預金 5,082,284 4,535,892

受取手形及び売掛金 10,572,026 14,893,036

製品 2,049,957 2,391,183

仕掛品 562,003 374,025

原材料 2,542,653 2,676,536

未成工事支出金 4,924,306 3,659,050

その他 1,456,438 1,417,753

貸倒引当金 △88,204 △107,940

流動資産合計 27,101,465 29,839,538

固定資産

有形固定資産

土地 4,047,294 4,053,909

その他（純額） 2,777,556 2,896,799

有形固定資産合計 6,824,850 6,950,709

無形固定資産 960,780 690,582

投資その他の資産

その他 4,935,984 5,054,248

貸倒引当金 △224,843 △257,632

投資その他の資産合計 4,711,141 4,796,616

固定資産合計 12,496,772 12,437,908

資産合計 39,598,237 42,277,446

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,983,739 7,662,248

短期借入金 349,303 210,000

未払法人税等 150,904 809,581

役員賞与引当金 － 50,900

工事損失引当金 102,363 41,100

その他 7,064,505 7,411,815

流動負債合計 14,650,815 16,185,646

固定負債

長期借入金 1,485,000 1,590,000

退職給付引当金 5,300,232 5,361,267

役員退職慰労引当金 21,145 19,966

その他 1,303,066 1,265,907

固定負債合計 8,109,444 8,237,141

負債合計 22,760,259 24,422,787
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 12,008,140 12,822,247

自己株式 △51,559 △50,809

株主資本合計 18,483,288 19,298,144

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19,948 50,131

土地再評価差額金 △834,785 △834,785

為替換算調整勘定 △823,258 △702,958

評価・換算差額等合計 △1,677,991 △1,487,611

少数株主持分 32,681 44,125

純資産合計 16,837,978 17,854,658

負債純資産合計 39,598,237 42,277,446
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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 25,782,723 24,418,731

売上原価 17,740,958 17,343,367

売上総利益 8,041,765 7,075,363

販売費及び一般管理費

給料及び手当 2,947,817 2,907,697

その他 4,749,879 4,640,382

販売費及び一般管理費合計 7,697,697 7,548,079

営業利益又は営業損失（△） 344,068 △472,715

営業外収益

受取利息 1,706 1,584

受取配当金 11,085 17,890

負ののれん償却額 1,772 1,772

その他 31,289 37,917

営業外収益合計 45,853 59,164

営業外費用

支払利息 13,615 15,412

持分法による投資損失 7,413 2,780

売上割引 17,329 14,191

手形売却損 24,062 －

支払手数料 49,130 －

為替差損 － 47,559

その他 50,293 55,485

営業外費用合計 161,843 135,429

経常利益又は経常損失（△） 228,078 △548,980

特別利益

貸倒引当金戻入額 31,616 31,028

投資有価証券売却益 － 1,490

有形固定資産売却益 － 37

特別利益合計 31,616 32,556

特別損失

投資有価証券評価損 10,466 71,010

有形固定資産売却損 88 －

有形固定資産除却損 2,885 2,188

会員権評価損 － 1,700

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47,979

特別損失合計 13,440 122,878

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（△）

246,254 △639,302

法人税、住民税及び事業税 129,318 124,581

法人税等調整額 29,381 △316,307

法人税等合計 158,699 △191,726

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △447,576

少数株主損失（△） △4,262 △11,439

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,817 △436,137
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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) 
該当事項はありません。 

  

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) 
該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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