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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 83,148 54.1 1,158 ― 1,029 ― 1,416 ―
21年3月期第2四半期 53,970 ― △1,238 ― △1,127 ― △919 ―

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

22年3月期第2四半期 19.71 ―
21年3月期第2四半期 △12.79 ―

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

22年3月期第2四半期 207,405 33,009 15.9 459.15
21年3月期 202,560 29,549 14.6 411.00

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  33,009百万円 21年3月期  29,549百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 190,200 △7.8 1,500 44.3 1,200 14.7 1,000 123.3 13.91



4.  その他 
(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）  無  

(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  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記の予想は、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
場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 73,531,406株 21年3月期  73,531,406株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,639,066株 21年3月期  1,636,367株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 71,893,854株 21年3月期第2四半期 71,898,100株



 当第２四半期連結累計期間における建設市場は、民間分野において業績回復の兆しが一部で見え始めたものの、総

じて厳しい収益環境を背景とした設備投資の抑制が続き、また、官公庁分野においても補正予算執行の見直しが行わ

れるなど、先行き不透明の状況下で推移しました。 

 この様な状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は次の通りとなりました。 

 売上高につきましては、建設事業80,342百万円（前年同四半期比51.8％増）に不動産事業2,806百万円（前年同四

半期比169.2％増）を加えた83,148百万円（前年同四半期比54.1％増）となりました。 

 利益につきましては、営業利益1,158百万円（前年同四半期は1,238百万円の営業損失）、経常利益は1,029百万円

（前年同四半期は1,127百万円の経常損失）、四半期純利益は1,416百万円（前年同四半期は919百万円の四半期純損

失）となりました。 

 なお、建設事業におきましては、工事の完成引渡し時期が第４四半期連結会計期間に集中する傾向があるため、下

半期の工事進捗率が高くなり、通期の業績に対し第２四半期連結累計期間の売上高の割合が低くなるといった季節的

変動があります。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末比4,845百万円増（2.4％増）の207,405百万円とな

りました。その内訳としましては、流動資産につきましては、前連結会計年度末比866百万円増（0.6％増）の

152,951百万円、固定資産につきましては、前連結会計年度末比3,978百万円増（7.9％増）の54,454百万円となりま

した。 

 負債の部は、前連結会計年度末比1,385百万円増（0.8％増）の174,396百万円となりました。その内訳としまして

は、流動負債につきましては、前連結会計年度末比2,486百万円増（1.9％増）の135,755百万円、固定負債につきま

しては、前連結会計年度末比1,101百万円減（2.8％減）の38,641百万円となりました。 

 純資産の部は、前連結会計年度末比3,460百万円増（11.7％増）の33,009百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比5,554百万円増の34,029

百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、11,265百万円の収入超

過、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては62百万円の収入超過、財務活動によるキャッシュ・フローに

つきましては、5,589百万円の支出超過となりました。 

  

 通期の業績見通しにつきましては、平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想に、変更はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等

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



 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 

 一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用しています。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

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 

 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ため、前連結会計年度決算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り行っております。   

  

 該当事項はありません。  

  

  

４．その他

（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）

（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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 34,029 28,474

受取手形・完成工事未収入金等 53,436 61,876

未成工事支出金 55,928 55,241

販売用不動産 172 241

その他 9,385 6,711

貸倒引当金 △1 △461

流動資産合計 152,951 152,084

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,135 13,135

その他（純額） 5,066 5,222

有形固定資産合計 18,202 18,358

無形固定資産 44 40

投資その他の資産   

投資有価証券 34,940 30,793

その他 2,869 2,921

貸倒引当金 △1,602 △1,637

投資その他の資産合計 36,207 32,077

固定資産合計 54,454 50,475

資産合計 207,405 202,560



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 47,799 54,427

短期借入金 20,982 25,082

1年内償還予定の社債 3,132 1,712

未払法人税等 138 176

未成工事受入金 56,650 46,352

完成工事補償引当金 182 143

賞与引当金 360 661

工事損失引当金 4,014 3,611

その他 2,495 1,101

流動負債合計 135,755 133,268

固定負債   

社債 15,481 17,737

長期借入金 6,225 6,515

繰延税金負債 7,854 6,198

退職給付引当金 7,056 7,276

役員退職慰労引当金 176 169

その他 1,847 1,845

固定負債合計 38,641 39,742

負債合計 174,396 173,011

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金 522 522

利益剰余金 18,038 16,981

自己株式 △405 △405

株主資本合計 21,851 20,794

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,421 8,930

為替換算調整勘定 △263 △176

評価・換算差額等合計 11,158 8,754

純資産合計 33,009 29,549

負債純資産合計 207,405 202,560



（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 52,928 80,342

不動産事業等売上高 1,042 2,806

売上高合計 53,970 83,148

売上原価   

完成工事原価 50,675 78,041

不動産事業等売上原価 383 349

売上原価合計 51,059 78,391

売上総利益   

完成工事総利益 2,252 2,301

不動産事業等総利益 658 2,456

売上総利益合計 2,911 4,757

販売費及び一般管理費 4,149 3,599

営業利益又は営業損失（△） △1,238 1,158

営業外収益   

受取利息 87 29

受取配当金 439 321

その他 178 96

営業外収益合計 705 447

営業外費用   

支払利息 429 371

為替差損 － 136

その他 165 67

営業外費用合計 595 576

経常利益又は経常損失（△） △1,127 1,029

特別利益   

前期損益修正益 130 12

貸倒引当金戻入額 75 470

その他 4 8

特別利益合計 210 492

特別損失   

前期損益修正損 13 45

投資有価証券評価損 67 0

その他 28 2

特別損失合計 109 48

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（△）

△1,026 1,473

法人税、住民税及び事業税 137 61

過年度法人税等戻入額 △238 －

法人税等調整額 △5 △4

法人税等合計 △106 56

四半期純利益又は四半期純損失（△） △919 1,416



（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,026 1,473

減価償却費 195 208

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74 △495

工事損失引当金の増減額（△は減少） 260 402

退職給付引当金の増減額（△は減少） △651 △219

受取利息及び受取配当金 △527 △351

支払利息 429 371

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △4

投資有価証券評価損益（△は益） 67 2

売上債権の増減額（△は増加） 14,050 8,439

未成工事支出金の増減額（△は増加） △36,636 △686

販売用不動産の増減額（△は増加） △182 68

仕入債務の増減額（△は減少） △2,753 △6,627

未成工事受入金の増減額（△は減少） 24,380 10,298

その他 △2,990 △1,475

小計 △5,458 11,403

利息及び配当金の受取額 540 344

利息の支払額 △419 △382

法人税等の支払額 △260 △99

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,597 11,265

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 △65 △43

投資有価証券の取得による支出 △3 △5

投資有価証券の売却による収入 2 11

貸付金の回収による収入 102 57

その他 24 41

投資活動によるキャッシュ・フロー 60 62

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） △3,090 △4,200

長期借入金の返済による支出 － △190

社債の発行による収入 4,500 －

社債の償還による支出 △2,909 △836

配当金の支払額 △359 △359

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,858 △5,589

現金及び現金同等物に係る換算差額 56 △184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,339 5,554

現金及び現金同等物の期首残高 29,178 28,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,839 34,029



 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

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（１）個別受注実績 

（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 

  

  

（２）個別受注予想 

  （注）パーセント表示は、前年同期比増減率 

  

  なお、個別受注予想につきましては、平成21年５月15日の決算発表時に公表しました予想数値に変更はありません。

  

６．その他の情報

  受 注 高 

   百万円  ％ 

平成22年３月期第２四半期  51,968 △20.9 

平成21年３月期第２四半期  65,714 △25.4 

   

区 分  

  

平成21年３月期 

第２四半期  

平成22年３月期 

第２四半期 
比較増減 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％）  

金額 

（百万円）

構成比  

（％）  

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

建 

 

設 

 

事 

 

業 

建築 

官公庁  5,855  10.7

 83.6

 7,791  20.3

 73.8

 1,935  33.1

民間   49,103  89.3  30,563  79.7  △18,540  △37.8

計   54,959  100.0  38,355  100.0  △16,604  △30.2

土木 

官公庁  7,263  67.5

 16.4

 10,597  77.8

 26.2

 3,333  45.9

民間   3,491  32.5  3,015  22.2  △475  △13.6

計   10,755  100.0  13,613  100.0  2,858  26.6

合計 

官公庁  13,119  20.0

 100.0

 18,389  35.4

 100.0

 5,269  40.2

民間   52,595  80.0  33,578  64.6  △19,016  △36.2

計   65,714  100.0  51,968  100.0  △13,746  △20.9

  通 期 

   百万円  ％ 

平成22年３月期予想   180,000 7.1 

平成21年３月期実績 168,069 △0.7 
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