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(百万円未満切捨て）

１.平成23年3月期第3四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年12月31日）

（１）連結経営成績(累計） (％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成23年3月期第3四半期 48,372 5.4 650 150.5 789 122.1 367 92.6

平成22年3月期第3四半期 45,895 25.5 259 － 355 － 191 －

円　　銭 円　　銭

平成23年3月期第3四半期 14.89 －

平成22年3月期第3四半期 7.72 －

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

平成23年3月期第3四半期 63,248 20,154 30.9 791.16

平成22年3月期 61,537 20,329 32.0 796.45

(参考)自己資本 平成23年3月期第3四半期　　19,532百万円平成22年3月期　　19,694百万円

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

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、通期は対前期、第2四半期(累計）は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正の有無：無

1株当たり純資産総資産

平成23年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

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

純資産 自己資本比率

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 10.00

23年3月期 － 5.00 －

23年3月期(予想） 5.00 10.00

年間配当金

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 74,000 △3.1 1,750 △14.3 1,800 △13.0 950 △5.8 38.46

営業利益売上高 経常利益 当期純利益



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）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・手続き・表示方法等の変更

　　➀　会計基準等の改正に伴う変更 ：有

　　②　➀以外の変更 ：無

　　　(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）

　　　➀　期末発行済株式数(自己株式を含む）

　　　②　期末自己株式数

　　　③　期中平均株式数(四半期累計）

※　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連結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、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき

　　　　作成したものであり、実際の業績は今後の経済情勢等によって予想値と異なる場合があります。

23年3月期3Ｑ 27,060,000株 22年3月期 27,060,000株

23年3月期3Ｑ 2,371,378株 22年3月期 2,332,525株

23年3月期3Ｑ 24,703,709株 22年3月期3Ｑ 24,730,277株



名工建設㈱（１８６９）平成23年3月期　第3四半期決算短信

【参考】個別業績の概要

（1）平成23年３月期第３四半期の個別業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

ａ.個別経営成績（累計）

（％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第３四半期 47,856 6.4 825 187.5 963 150.6 496 134.4

22年３月期第３四半期 44,975 27.4 286 － 384 － 212 －

円 　銭

23年３月期第３四半期 20.12

22年３月期第３四半期 8.57

ｂ．個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 　銭

23年３月期第３四半期 62,662 19,383 30.9 785.12

22年３月期 60,876 19,413 31.9 785.08

（参考）自己資本 23年3月期第3四半期 19 383 百万円 22年3月期 19 413 百万円

1株当たり純資産

1株当たり四半期純利益

総資産 純資産 自己資本比率

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

（参考）自己資本 23年3月期第3四半期 19,383 百万円 22年3月期 19,413 百万円

（注）上記個別業績は、四半期財務諸表規則に基づいて作成していますが、法定開示におけるレビュー対象ではありま

　　　せん。

（2）平成23年３月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．個別業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々な要因により予想値と異なる

　　可能性があります。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 　銭

通期 72,500 △3.4 1,750 △14.8 1,800 △13.6 950 △8.0 38.46

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
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

　　　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の効果などから、一部で回復

　　の兆しが見られましたが、雇用情勢や所得環境は冷え込んだままであり、景気の回復は力強さを

　　欠いたまま推移しました。

　　　建設業界におきましても、市場規模の縮小トレンドが依然として変わらず、先行きは不透明な

　　状況となっております。

　　　このような情勢下、当社グループは、安全と品質確保並びに技術力の向上を重点に事業活動を

　　積極的に進めました結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は48,372百万円（前

　　年同期比2,476百万円増加）となりました。利益におきましては、営業利益が650百万円（同390

　　百万円増加）、経常利益は789百万円（同433百万円増加）で四半期純利益は367百万円（同176百

　　万円増加）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

　➀資産、負債及び純資産の状況

　　　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、売掛債権の回収に伴い受取手形・完成工事未

　　収入金等が3,052百万円減少しましたが、前連結会計年度末に比べ未成工事支出金が2,733百万円、

　　現金預金で1,912百万円増加したことなどにより、総額では1,711百万円増加して63,248百万円と

　　なりました。

　　　負債の部におきましては支払手形・工事未払金等が2,037百万円減少しましたが、借入金が

　　3,895百万円増加したことなどにより、1,885百万円増加の43,093百万円となりました。

　　　純資産につきましては、利益剰余金は120百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金

　　で261百万円減少したことなどにより、174百万円減の20,154百万円となりました。この結果、自

　　己資本比率は30.9％、1株当たり純資産は791円16銭となりました。　　

　②キャッシュ・フローの状況

　　　当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,094百万円の減少

　　となりました。

　　　主な要因は、税金等調整前四半期純利益が729百万円、売上債権の回収による受取手形・完成

　　工事未収入金等の減少が2,884百万円等の収入要因がありましたが、未成工事支出金の増加で

　　2,733百万円、仕入債務の減少2,216百万円、法人税等の支払い1,608百万円等の支出要因があり

　　ました。

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは617百万円の減少となりました。主な要因は、投資有価

　　証券の売却による収入222百万円と有形固定資産の取得による支出642百万円、無形固定資産の取

　　得による支出190百万円などであります。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは3,624百万円の増加となりました。主な要因は、借入金

　　の増加3,895百万円、配当金の支払い247百万円などです。

　　　以上の結果、当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,912百

　　万円増加し、4,697百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

　　　今年度通期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益の連結業績予想については平成22年

　　５月13日に公表しました通りであります。

１．当四半期に関する定性的情報
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名工建設㈱（１８６９）平成23年3月期　第3四半期決算短信

　（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　　　　　該当事項はありません。

　（２）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

　　　１．税金費用の算定方法

　　　　　　税金費用の算定については、当第３四半期連結会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算定しております。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）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

　　　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。

　　　　　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に及ぼす影響はありま

　　　　　せん。

　　　２．少数株主損益調整前四半期純損益の区分表示

　　　　　　「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）に基

　　　　　づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）

　　　　　の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」

　　　　　の科目で表示しております。

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 4,697 2,785

受取手形・完成工事未収入金等 29,563 32,615

未成工事支出金 3,431 697

その他のたな卸資産 676 722

繰延税金資産 922 879

その他 2,020 1,461

貸倒引当金 △529 △738

流動資産合計 40,783 38,422

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 6,299 6,524

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 834 775

土地 5,186 5,154

建設仮勘定 126 59

有形固定資産合計 12,447 12,514

無形固定資産   

ソフトウエア 307 363

その他 152 20

無形固定資産合計 460 384

投資その他の資産   

投資有価証券 8,093 8,884

その他 1,653 1,358

貸倒引当金 △189 △26

投資その他の資産合計 9,557 10,215

固定資産合計 22,464 23,114

資産合計 63,248 61,537

名工建設㈱（1869）平成23年3月期　第3四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 16,351 18,389

短期借入金 15,600 12,255

未払法人税等 4 1,055

未成工事受入金 2,285 695

完成工事補償引当金 32 31

工事損失引当金 260 90

賞与引当金 413 1,108

役員賞与引当金 25 42

その他 1,543 1,344

流動負債合計 36,517 35,012

固定負債   

長期借入金 5,500 4,950

繰延税金負債 774 941

退職給付引当金 26 24

役員退職慰労引当金 64 63

その他 210 216

固定負債合計 6,576 6,195

負債合計 43,093 41,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,594 1,594

資本剰余金 1,854 1,854

利益剰余金 16,691 16,570

自己株式 △1,237 △1,216

株主資本合計 18,903 18,803

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 629 890

評価・換算差額等合計 629 890

少数株主持分 622 635

純資産合計 20,154 20,329

負債純資産合計 63,248 61,537

名工建設㈱（1869）平成23年3月期　第3四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 45,895 48,372

売上原価 41,762 44,066

売上総利益 4,133 4,305

販売費及び一般管理費 3,874 3,655

営業利益 259 650

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 136 167

受取地代家賃 68 63

その他 19 42

営業外収益合計 227 275

営業外費用   

支払利息 125 123

その他 6 12

営業外費用合計 131 136

経常利益 355 789

特別利益   

前期損益修正益 35 96

固定資産売却益 8 0

投資有価証券売却益 0 40

移転補償金 145 －

その他 0 －

特別利益合計 191 136

特別損失   

前期損益修正損 7 9

固定資産除却損 109 6

投資有価証券評価損 68 177

その他 2 3

特別損失合計 188 196

税金等調整前四半期純利益 357 729

法人税等 166 367

少数株主損益調整前四半期純利益 － 361

少数株主損失（△） △0 △6

四半期純利益 191 367
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 357 729

減価償却費 645 796

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △46

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 3 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 127 169

賞与引当金の増減額（△は減少） △562 △694

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 1

受取利息及び受取配当金 △138 △169

支払利息 125 123

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 △38

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 61 177

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △0

有形固定資産除却損 109 6

売上債権の増減額（△は増加） 3,852 2,884

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,065 △2,733

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 140 45

その他の資産の増減額（△は増加） △277 △561

仕入債務の増減額（△は減少） 88 △2,216

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,858 1,590

その他の負債の増減額（△は減少） 468 397

その他 2 0

小計 1,795 446

利息及び配当金の受取額 138 169

利息の支払額 △105 △102

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 90 △1,608

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,919 △1,094
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △3,716 △642

有形固定資産の売却による収入 14 42

有形固定資産の除却による支出 － △2

無形固定資産の取得による支出 △47 △190

投資有価証券の取得による支出 △10 △4

投資有価証券の売却による収入 156 222

貸付けによる支出 － △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,903 △617

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） 1,300 4,795

長期借入れによる収入 3,200 750

長期借入金の返済による支出 △400 △1,650

社債の償還による支出 △1,350 －

自己株式の取得による支出 △3 △21

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △247 △247

少数株主への配当金の支払額 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,497 3,624

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 512 1,912

現金及び現金同等物の期首残高 3,239 2,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,752 4,697
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名工建設㈱（１８６９）平成23年3月期　第3四半期決算短信

「参考」

四半期個別受注の概況

（１）個別受注実績

平成23年3月期第3四半期 45,496 百万円 23.1 ％

平成22年3月期第3四半期 36,965 百万円 △17.9 ％

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額

　　　②パーセント表示は、前年同四半期比増減率

（参考）受注実績内訳 　　（単位　百万円）

（２）個別受注予想

平成23年3月期予想 72,500 百万円 △2.1 ％

平成22年3月期実績 74,047 百万円 △6.4 ％

【個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等】

　　　第３四半期の受注実績については、前年第３四半期に比べ土木部門で2,560百万円、建築

　　部門で5,971百万円と大幅に増加したことにより総額で23.1％増の45,496百万円となりました。

　　　発注者別合計でも官公庁で1,082百万円、鉄道関係3,650百万円、民間で3,799百万円とそれ

　　ぞれの部門で増加しました。

　　　通期の受注予想については、第3四半期までの進行状況では、当初計画を上回って推移して

　　おりますが、今後の受注見通しは楽観できず、平成22年5月13日に発表したものと変更ありま

　　せん。

※　上記予想は、発表日現在入手可能な情報に基づき当社が予測したものであり、実際の受注は、

　　 経済情勢等の様々な要因により変動する可能性があります。

受注高

通　期

区　　　　　分 第３四半期 構成比 第３四半期 構成比 比較増減 増減率

％ ％ ％

土木 22,256 60.2 24,816 54.5 2,560 11.5

建築 14,709 39.8 20,680 45.5 5,971 40.6

計 36,965 100.0 45,496 100.0 8,531 23.1

官公庁 8,686 23.5 9,769 21.5 1,082 12.5

鉄道関係 19,130 51.8 22,780 50.0 3,650 19.1

民間 9,148 24.7 12,947 28.5 3,799 41.5

計 36,965 100.0 45,496 100.0 8,531 23.1

平成２２年３月期 平成２３年３月期
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