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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 26,532 △0.8 1,246 308.7 1,095 736.0 993 ―
22年3月期第2四半期 26,745 △23.3 304 △28.7 131 △51.1 40 △73.6

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 9.46 ―
22年3月期第2四半期 0.39 ―

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 39,553 5,633 14.2 53.62
22年3月期 38,711 4,833 12.5 46.00

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,633百万円 22年3月期  4,833百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

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 53,300 △1.3 950 △37.9 600 △48.3 400 ― 3.81



(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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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仮定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、[添付資料]Ｐ．２「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】Ｐ．２「その他」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 106,142,250株 22年3月期  106,142,250株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,072,728株 22年3月期  1,063,943株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 105,074,066株 22年3月期2Q 105,104,346株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景況感の改善は続いているものの、中国経

済の減速や円高継続により、輸出の伸びが縮小に向かうなど、環境の厳しさが増したことから、

先行き懸念も強まってまいりました。 

この間、当建設業界におきましては、住宅着工やマンション供給に緩やかながら改善傾向が見

られたものの、民間設備投資は抑制傾向にあり、公共投資も総じて低調に推移いたしました。 

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の当社グループの受注高は、前年同期比

15.2％減の19,277百万円、売上高は前年同期比0.8%減の26,532百万円となりました。 

しかしながら、原価低減・経費削減を継続して行った結果、当社グループの第２四半期連結累

計期間の業績は、利益面において当初の見通しを上回り、営業利益が1,246百万円（前年同期比

308.7％増）、経常利益が1,095百万円（前年同期比736.0％増）、四半期純利益は993百万円（前

年同期比2,352.5％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、「受取手形・完成工事未収入金等」が増加したこと

などにより、前連結会計年度末比842百万円増の39,553百万円となりました。 

負債合計は、「支払手形・工事未払金等」が増加、「退職給付引当金」が減少したことなどに

より、前連結会計年度末比42百万円増の33,920百万円となりました。 

純資産合計は、「四半期純利益」の計上により利益剰余金が増加したことなどにより、前連結

会計年度末比800百万円増の5,633百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績予想は、当初の見通しを上回りましたが、不透明な経営環境

を勘案し、平成22年５月７日に公表した通期の連結業績予想につきましては、変更いたしませ

ん。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。 

②法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の計算に関して、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

しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（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。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 
  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

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   

現金預金 5,567 4,803

受取手形・完成工事未収入金等 25,812 25,027

販売用不動産 1,327 1,327

未成工事支出金 1,002 1,089

その他 862 763

貸倒引当金 △428 △336

流動資産合計 34,144 32,674

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,750 1,750

その他（純額） 1,529 1,569

有形固定資産計 3,279 3,319

無形固定資産 149 156

投資その他の資産   

投資有価証券 1,109 1,420

その他 1,697 1,880

貸倒引当金 △825 △740

投資その他の資産計 1,981 2,560

固定資産合計 5,409 6,036

資産合計 39,553 38,711

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 12,605 11,686

短期借入金 16,176 15,562

未払法人税等 38 56

未成工事受入金 1,240 1,209

完成工事補償引当金 95 115

賞与引当金 184 90

工事損失引当金 62 24

その他 1,774 2,184

流動負債合計 32,177 30,929

固定負債   

長期借入金 33 16

繰延税金負債 5 27

退職給付引当金 1,609 2,804

その他 93 99

固定負債合計 1,742 2,948

負債合計 33,920 33,877
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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 5,307 5,307

利益剰余金 576 △417

自己株式 △91 △90

株主資本合計 5,791 4,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △158 34

評価・換算差額等合計 △158 34

純資産合計 5,633 4,833

負債純資産合計 39,553 38,711
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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   

完成工事高 24,997 26,179

不動産事業等売上高 1,747 352

売上高合計 26,745 26,532

売上原価   

完成工事原価 23,353 23,525

不動産事業等売上原価 1,499 263

売上原価合計 24,852 23,788

売上総利益   

完成工事総利益 1,644 2,654

不動産事業等総利益 248 89

売上総利益合計 1,892 2,744

販売費及び一般管理費 1,587 1,497

営業利益 304 1,246

営業外収益   

受取利息 16 21

受取配当金 6 5

保険配当金 13 17

その他 11 25

営業外収益合計 48 70

営業外費用   

支払利息 193 169

その他 28 51

営業外費用合計 222 220

経常利益 131 1,095

特別利益   

前期損益修正益 3 －

投資有価証券売却益 － 4

賞与引当金戻入額 94 －

特別利益合計 98 4

特別損失   

固定資産除却損 5 －

本社移転費用 51 －

貸倒引当金繰入額 103 87

その他 1 －

特別損失合計 161 87

税金等調整前四半期純利益 67 1,012

法人税、住民税及び事業税 29 18

法人税等調整額 △2 0

法人税等合計 26 18

少数株主損益調整前四半期純利益 － 993

四半期純利益 40 993
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

（１）個別受注実績 

（注）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）

（注）（  ）内のパーセント表示は、構成比率 

  

（２）個別受注予想  

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率 

  

[個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等] 

当第２四半期累計期間の個別受注実績につきましては、前年同四半期比14.3％減の19,015百万円と

なりましたが、当社の主力であるマンション建設は回復基調にあり、通期の個別受注予想については

現時点で特に変更はありません。 

  

（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

４．補足情報

  受注高 

平成23年３月期第２四半期累計期間  19,015 百万円  △14.3 ％ 

平成22年３月期第２四半期累計期間  22,196    △40.1   

区      分 
前第２四半期累計期間 
（自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間 
（自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日） 

比較増減 増減率 

建

設

事

業 

建

築 

官公庁  2,240 （  10.1 ％）  878 （  4.7 ％）  △1,362  △60.8 ％

民  間  19,267 （  86.8 ）  17,828 （  93.7 ）  △1,438  △7.5   

計  21,508 （  96.9 ）  18,707 （  98.4 ）  △2,800  △13.0   

土

木 

官公庁  398 （  1.8 ）  62 （  0.3 ）  △336  △84.2   

民  間  289 （  1.3 ）  245 （  1.3 ）  △44  △15.2   

計  688 （  3.1 ）  308 （  1.6 ）  △380  △55.2   

合

計 

官公庁  2,639 （  11.9 ）  941 （  5.0 ）  △1,698  △64.3   

民  間  19,557 （  88.1 ）  18,704 （  95.0 ）  △1,482  △7.6   

計  22,196 （  100.0 ）  19,015 （  100.0 ）  △3,180  △14.3   

  受注高 

平成23年３月期予想  47,000 百万円  5.5 ％ 

平成22年３月期実績  44,551     △13.4   
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