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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 19,199 2.1 144 48.5 228 24.1 86 △2.8

22年3月期第2四半期 18,802 8.2 97 △69.6 183 △58.5 88 △61.8

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 4.46 ―

22年3月期第2四半期 4.58 ―

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 30,071 19,595 65.2 1,014.58
22年3月期 32,512 19,618 60.3 1,015.59

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  19,595百万円 22年3月期  19,618百万円

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 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 7.00 7.00

3.  平成23年3月期の業績予想（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 49,000 △4.2 1,000 △33.6 1,200 △31.2 700 △25.3 36.24



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」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3月期2Q 19,722,027株 22年3月期  19,722,027株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  407,672株 22年3月期  404,790株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 19,316,204株 22年3月期2Q 19,321,679株

※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。 
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（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

当事業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計算する方法を採用しております。 

 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。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第1四半期会計期間より、「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。 

当第2四半期累計期間において、損益に影響を与える資産除去債務はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期損益計算書関係） 

前第2四半期累計期間において、兼業事業における売上高、売上原価及び売上総利益について

は「兼業事業売上高」、「兼業事業売上原価」及び「兼業事業総利益」に区分して表示してお

りましたが、「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）の適用に伴い事業の種類別セグメントの区分を実施したところ、

単一セグメントとなり、当該セグメント情報との関連をより明確にすること、また、受注形態

の多様化により従来の売上区分の有用性が低下したことから、当第2四半期累計期間では、「完

成工事高」、「完成工事原価」及び「完成工事総利益」に含めて表示することとしておりま

す。 

なお、当第2四半期累計期間の「完成工事高」に含まれている「兼業事業売上高」は

3,674,522千円、「完成工事原価」に含まれている「兼業事業売上原価」は3,221,271千円、

「完成工事総利益」に含まれている「兼業事業総利益」は453,251千円であります。 

1. 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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2. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,982,782 5,182,353

受取手形・完成工事未収入金 6,776,598 9,955,599

未成工事支出金 2,951,166 812,930

材料貯蔵品 729,008 530,795

その他 691,020 704,449

貸倒引当金 △8,977 △15,792

流動資産合計 14,121,599 17,170,336

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,304,676 3,340,201

その他（純額） 3,224,896 3,039,146

有形固定資産計 6,529,572 6,379,347

無形固定資産 149,217 156,603

投資その他の資産

投資有価証券 7,536,390 7,034,553

その他 1,755,095 1,792,428

貸倒引当金 △20,729 △20,732

投資その他の資産計 9,270,756 8,806,249

固定資産合計 15,949,546 15,342,200

資産合計 30,071,146 32,512,536

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 3,871,906 5,616,631

未成工事受入金 693,401 218,906

その他 1,806,220 2,808,052

流動負債合計 6,371,528 8,643,590

固定負債

退職給付引当金 3,965,953 4,090,361

役員退職慰労引当金 86,117 106,930

その他 51,656 53,323

固定負債合計 4,103,727 4,250,614

負債合計 10,475,256 12,894,204
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,365,652 2,365,652

利益剰余金 15,307,633 15,376,084

自己株式 △64,287 △62,951

株主資本合計 19,338,998 19,408,784

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 256,891 209,548

評価・換算差額等合計 256,891 209,548

純資産合計 19,595,890 19,618,332

負債純資産合計 30,071,146 32,512,536
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

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)

売上高

完成工事高 15,316,315 19,199,270

兼業事業売上高 3,485,997 －

売上高合計 18,802,313 19,199,270

売上原価

完成工事原価 14,804,173 18,263,967

兼業事業売上原価 3,074,513 －

売上原価合計 17,878,686 18,263,967

売上総利益

完成工事総利益 512,142 935,303

兼業事業総利益 411,484 －

売上総利益合計 923,627 935,303

販売費及び一般管理費 826,019 790,313

営業利益 97,608 144,990

営業外収益

受取利息 43,136 40,742

その他 46,472 45,839

営業外収益合計 89,608 86,581

営業外費用 3,306 3,360

経常利益 183,910 228,211

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 6,815

特別利益合計 － 6,815

特別損失

固定資産除却損 7,169 9,334

投資有価証券評価損 － 81,381

特別損失合計 7,169 90,716

税引前四半期純利益 176,741 144,310

法人税等 88,188 58,222

四半期純利益 88,552 86,087
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(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
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