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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年12月31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6月期第2四半期 23,713 12.4 3,899 39.8 4,037 38.9 2,438 58.8
22年6月期第2四半期 21,089 36.4 2,788 198.7 2,906 150.6 1,536 ―

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6月期第2四半期 89.01 ―
22年6月期第2四半期 55.73 ―

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6月期第2四半期 61,697 44,697 72.4 1,631.35
22年6月期 57,100 42,758 74.9 1,560.60

（参考） 自己資本   23年6月期第2四半期  44,697百万円 22年6月期  42,758百万円

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6月期 ― 17.50 ― 22.50 40.00
23年6月期 ― 20.00
23年6月期 

（予想）
― 23.00 43.00

      配当金の内訳 特別配当 2円00銭

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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 46,400 △8.3 7,600 0.5 7,950 0.2 4,500 2.9 164.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいており、実際の
業績は、様々な要素により記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】P.3「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」
をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期2Q 29,102,590株 22年6月期  29,102,590株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q  1,703,696株 22年6月期  1,703,512株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 27,399,012株 22年6月期2Q 27,565,975株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年７月１日～平成22年12月31日）の国内建設市場においては、民

間建設投資に一部下げ止まり感がでてきたものの、公共工事の発注については引き続き低調に推移した

ことから受注競争が激化し、依然として厳しい受注環境となりました。 

こうした中、当社グループの受注高は、前年同期比15.6%減の23,211百万円となりましたが、売上高

は、前期末からの手持工事が順調に消化できたことにより、前年同期比12.4%増の23,713百万円となり

ました。損益については、売上高の増加に加え、コスト削減や原価管理の徹底等の施策により利益率が

向上し、営業利益は3,899百万円（前年同期比1,110百万円増）、経常利益は4,037百万円（前年同期比

1,131百万円増）となり、四半期純利益は2,438百万円（前年同期比902百万円増）となりました。 

  

各セグメントにおける、受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。（各実績は外部顧客に対

するものを記載しています。）また、前第２四半期連結累計期間の数値は、新セグメントに基づいて参

考表示しています。 

 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4,597百万円増加し、61,697百万

円となり、負債は、2,659百万円増加し17,000百万円となりました。主な要因は受取手形・完成工事未

収入金等の増加と支払手形・工事未払金等の増加によるものです。純資産は、1,938百万円増加し

44,697百万円となりました。主な要因は四半期純利益の計上によるものです。 

  

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

受注実績 （単位：百万円）

区 分
前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年７月１日 
  至 平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成22年12月31日)

国内建設 26,806 22,459（ △16.2%）

その他 709 752（  ＋6.0%）

合 計 27,515 23,211（ △15.6%）

表中の百分率は、対前年増減率

売上実績 （単位：百万円）

区 分
前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年７月１日 
  至 平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成22年12月31日)

国内建設 20,380 22,961（ ＋12.7%）

その他 709 752（  ＋6.0%）

合 計 21,089 23,713（ ＋12.4%）

表中の百分率は、対前年増減率

受注残高 （単位：百万円）

区 分
前第２四半期連結会計期間末

（平成21年12月31日)
当第２四半期連結会計期間末 

（平成22年12月31日)

国内建設 24,717 15,993（ △35.3%）

その他 ―  ―（     ―%）

合 計 24,717 15,993（ △35.3%）

表中の百分率は、対前年増減率

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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第２四半期連結累計期間の受注動向等の業績を踏まえ、平成22年11月10日に公表した通期の業績予想を

修正しました。 

（通期の連結業績予想数値の修正） 

 
通期の業績については、厳しい受注環境により、売上高は減少する見込みですが、利益についてはコス

ト削減や工事採算面での改善が見込まれることから、営業利益、経常利益及び当期純利益は、前回予想を

見込んでいます。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益 
（百万円）

１株当たり
当期純利益 
（円）

前回発表予想（Ａ） 47,500 7,600 7,950 4,500 164.24

今回修正予想（Ｂ） 46,400 7,600 7,950 4,500 164.24

増減額（Ｂ－Ａ） △1,100 ― ― ― ―

増 減 率（％） △2.3 ― ― ― ―

（ご参考）前期実績 
（平成22年６月期）

50,582 7,565 7,930 4,371 159.08
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①簡便な会計処理 

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

る方法等によっています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営状況等、又は、一時差

異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっています。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（資産除去債務に関する会計基準等） 

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）を適用しています。 

これによる当第２四半期連結財務諸表に与える影響は軽微です。 

  

（たな卸資産の評価方法） 

従来、たな卸資産（未成工事支出金除く）については、先入先出法による原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）によっていましたが、会計業務の効率化を図るため、第１四半

期連結会計期間より総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に

変更しました。この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微です。 

  

（費用計上区分の変更） 

従来、支店及び営業所で発生する受注工事に直接関連しない営業費用については販売費及び一般管

理費に計上していましたが、第１四半期連結会計期間より工事原価に計上する方法に変更しました。

これは、受注工事に直接関連しない営業費用についても、生産活動に伴う費用と認識し、個別工事

に配賦する管理方法を採用することにより、工事原価管理のより一層の徹底を図るとともに、連結財

務諸表のより適切な表示を行うための変更です。 

この結果、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は965百

万円減少し、販売費及び一般管理費は966百万円減少しています。また、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ、1百万円増加しています。 

  

（四半期連結損益計算書関係） 

「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２四

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」の科目で表示しています。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 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：百万円)

当第２四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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,379 7,040

受取手形・完成工事未収入金等 16,269 11,960

有価証券 13,396 10,460

未成工事支出金 9 92

その他のたな卸資産 643 631

繰延税金資産 76 39

その他 339 1,504

貸倒引当金 △149 △123

流動資産合計 35,963 31,604

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 3,689 3,804

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 208 238

土地 8,706 8,706

建設仮勘定 175 87

有形固定資産計 12,780 12,835

無形固定資産 63 59

投資その他の資産   

投資有価証券 9,370 8,870

繰延税金資産 1,865 2,053

その他 1,827 1,883

貸倒引当金 △172 △208

投資その他の資産計 12,889 12,599

固定資産合計 25,733 25,495

資産合計 61,697 57,100
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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６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,754 7,967

未払法人税等 1,774 1,894

未成工事受入金 447 1,054

引当金 54 73

その他 2,421 1,921

流動負債合計 15,452 12,912

固定負債   

退職給付引当金 1,253 1,136

役員退職慰労引当金 19 26

その他 274 265

固定負債合計 1,548 1,428

負債合計 17,000 14,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 9,655 7,833

自己株式 △2,844 △2,844

株主資本合計 47,824 46,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31 △91

土地再評価差額金 △3,121 △3,121

為替換算調整勘定 △36 △30

評価・換算差額等合計 △3,127 △3,243

純資産合計 44,697 42,758

負債純資産合計 61,697 57,100
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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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 21,089 23,713

売上原価 15,865 18,367

売上総利益 5,224 5,345

販売費及び一般管理費 2,435 1,446

営業利益 2,788 3,899

営業外収益   

受取利息 63 65

受取配当金 18 22

その他 49 67

営業外収益合計 131 155

営業外費用   

支払手数料 7 7

その他 6 9

営業外費用合計 13 16

経常利益 2,906 4,037

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券償還益 － 191

その他 － 0

特別利益合計 0 191

特別損失   

固定資産除却損 － 15

有価証券評価損 38 －

投資有価証券評価損 234 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

その他 2 －

特別損失合計 274 21

税金等調整前四半期純利益 2,631 4,207

法人税、住民税及び事業税 1,312 1,758

法人税等調整額 △216 10

法人税等合計 1,095 1,769

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,438

四半期純利益 1,536 2,438

ショーボンドホールディングス㈱ (1414) 平成23年6月期 第2四半期決算短信

－7－



(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７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７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 2,631 4,207

減価償却費 151 179

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 2 5

有価証券評価損益（△は益） 38 －

投資有価証券評価損益（△は益） 234 －

投資有価証券償還損益（△は益） － △191

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 △9

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △49 △44

賞与引当金の増減額（△は減少） 150 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142 110

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3 8

工事損失引当金の増減額（△は減少） 7 16

受取利息及び受取配当金 △81 △87

売上債権の増減額（△は増加） △4,088 △4,309

未成工事支出金の増減額（△は増加） △765 83

たな卸資産の増減額（△は増加） △52 △12

その他の資産の増減額（△は増加） △6 74

仕入債務の増減額（△は減少） 1,222 2,108

未成工事受入金の増減額（△は減少） △249 △607

その他の負債の増減額（△は減少） △279 △229

その他 49 △19

小計 △936 1,283

利息及び配当金の受取額 77 92

法人税等の支払額 △1,799 △1,721

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,657 △346

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,599 △3,324

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

1,058 2,062

有形固定資産の取得による支出 △2,381 △149

有形固定資産の売却による収入 0 0

貸付けによる支出 △2 △1

貸付金の回収による収入 7 5

その他 △5 994

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,921 △411

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △486 △616

自己株式の取得による支出 △911 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,397 △616

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,978 △1,378

現金及び現金同等物の期首残高 17,550 12,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,571 11,066
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該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「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）を適用しています。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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

す。 

当社グループは、地域及び事業内容別に連結子会社を置き、土木建築工事及び製品の製造及び販売

に関する事業展開をしています。 

従って、当社グループのセグメントは連結子会社別であり、事業活動の内容及び経営環境に関して

適切な情報を提供するため、事業形態の類似する複数セグメントを集約し、「国内建設」を報告セグ

メントとしています。 

「国内建設」は公共構造物の補修補強工事及び製品販売を主な事業内容としています。 

  

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 

 
（注)１ その他には、「海外建設」、「製品製造事業」を含んでいます。 

２ セグメント利益の調整額の内訳は次の通りです。 

 
（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。 

３ 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います。 

  

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）

報告セグメント その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)国内建設

売上高

(1)外部顧客への売上高 22,961 752 23,713 － 23,713

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 1,446 1,454 △1,454 －

計 22,969 2,198 25,167 △1,454 23,713

セグメント利益 3,624 243 3,867 32 3,899

金額
（百万円）

セグメント間取引消去によるもの 92

セグメントに配分していない全社費用(注) △73

その他の調整額 13

計 32

(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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