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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 53,970 ― △1,238 ― △1,127 ― △919 ―
20年3月期第2四半期 53,465 27.3 △1,358 ― △1,339 ― △1,436 ―

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

21年3月期第2四半期 △12.79 ―
20年3月期第2四半期 △19.98 ―

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

21年3月期第2四半期 240,696 34,575 14.4 480.90
20年3月期 226,678 37,927 16.7 527.51

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  34,575百万円 20年3月期  37,927百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 200,200 15.8 1,800 85.4 1,650 85.5 1,400 ― 19.47

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、３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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 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 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） 21年3月期第2四半期  73,531,406株 20年3月期  73,531,406株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,634,411株 20年3月期  1,632,729株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  71,898,100株 20年3月期第2四半期  71,901,855株







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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 21,839 29,178

受取手形・完成工事未収入金等 32,614 46,665

有価証券 55 55

未成工事支出金 116,329 79,693

販売用不動産 446 263

その他 6,045 3,816

貸倒引当金 △266 △330

流動資産合計 177,064 159,342

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,135 13,135

その他（純額） 5,306 5,408

有形固定資産合計 18,442 18,544

無形固定資産 80 80

投資その他の資産   

投資有価証券 43,822 47,401

その他 2,832 2,867

貸倒引当金 △1,546 △1,557

投資その他の資産合計 45,109 48,710

固定資産合計 63,632 67,336

資産合計 240,696 226,678
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 49,500 52,254

短期借入金 22,982 25,982

1年内償還予定の社債 1,492 3,694

未払法人税等 113 475

未成工事受入金 83,127 58,747

完成工事補償引当金 104 101

賞与引当金 499 631

工事損失引当金 4,947 4,686

その他 501 991

流動負債合計 163,269 147,563

固定負債   

社債 16,943 13,150

長期借入金 5,705 5,795

繰延税金負債 10,429 11,839

退職給付引当金 7,776 8,428

役員退職慰労引当金 163 164

その他 1,833 1,809

固定負債合計 42,851 41,187

負債合計 206,121 188,751

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 15,613 16,892

自己株式 △404 △404

株主資本合計 19,426 20,706

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,268 17,375

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △118 △155

評価・換算差額等合計 15,148 17,220

純資産合計 34,575 37,927

負債純資産合計 240,696 226,678
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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）

当第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) 

売上高  

完成工事高 52,928

不動産事業等売上高 1,042

売上高合計 53,970

売上原価  

完成工事原価 50,675

不動産事業等売上原価 383

売上原価合計 51,059

売上総利益  

完成工事総利益 2,252

不動産事業等総利益 658

売上総利益合計 2,911

販売費及び一般管理費 4,149

営業損失（△） △1,238

営業外収益  

受取利息 87

受取配当金 439

その他 178

営業外収益合計 705

営業外費用  

支払利息 429

その他 165

営業外費用合計 595

経常損失（△） △1,127

特別利益  

前期損益修正益 130

貸倒引当金戻入額 75

その他 4

特別利益合計 210

特別損失  

前期損益修正損 13

投資有価証券評価損 67

その他 28

特別損失合計 109

税金等調整前四半期純損失（△） △1,026

法人税、住民税及び事業税 137

過年度法人税等戻入額 △238

法人税等調整額 △5

法人税等合計 △106

四半期純損失（△） △919
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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）

当第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) 

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損失（△） △1,026

減価償却費 195

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74

工事損失引当金の増減額（△は減少） 260

退職給付引当金の増減額（△は減少） △651

受取利息及び受取配当金 △527

支払利息 429

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 67

売上債権の増減額（△は増加） 14,050

未成工事支出金の増減額（△は増加） △36,636

販売用不動産の増減額（△は増加） △182

仕入債務の増減額（△は減少） △2,753

未成工事受入金の増減額（△は減少） 24,380

その他 △2,990

小計 △5,458

利息及び配当金の受取額 540

利息の支払額 △419

法人税等の支払額 △260

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,597

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

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 2

貸付金の回収による収入 102

その他 24

投資活動によるキャッシュ・フロー 60

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

社債の発行による収入 4,500

社債の償還による支出 △2,909

配当金の支払額 △359

自己株式の取得による支出 △0

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,858

現金及び現金同等物に係る換算差額 56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,339

現金及び現金同等物の期首残高 29,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,839
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