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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 1,549 △7.6 △84 ― △83 ― △47 ―
22年3月期第2四半期 1,676 14.7 △8 ― △5 ― △5 ―

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 △14.01 ―
22年3月期第2四半期 △1.65 ―

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 2,711 1,353 49.9 396.16
22年3月期 3,076 1,422 46.2 416.05

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,353百万円 22年3月期  1,422百万円

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 5.00 5.00

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 4,001 4.2 62 304.7 62 168.6 32 △10.7 9.52



(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.３「２.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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 3,420,000株 22年3月期  3,420,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,730株 22年3月期  1,752株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 3,417,874株 22年3月期2Q 3,418,248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きの対象外であり、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き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。業績予想の前提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復に支えられた輸出の増勢や設備投資の

持ち直し、また猛暑の影響や政府の景気対策への駆け込み需要により個人消費に底上げの動きが見ら

れ、デフレ傾向の持続、円高、厳しい雇用・所得環境など課題はあるものの、国内景気は緩やかな回復

傾向で推移いたしました。 

建設業界におきましては、民間建設投資が緩やかな回復に転じているものの、政府建設投資の大幅な

減少が影響し、建設投資全体としては減少が続いており、受注競争も一層激化するなど、依然として厳

しい経営環境が続きました。 

このような状況の下、当社は「３カ年中期経営計画」に基づき、本社機能を強化し営業展開の強化や

工事原価低減に取組み、受注量の獲得と利益の確保に注力してまいりました。 

その結果、当第２四半期累計期間の業績は、気泡コンクリート工事の受注が概ね順調だったことか

ら、受注高は1,581百万円（前年同四半期比18.4％増）となりましたが、売上高は一部工事の工期のず

れ込みなどがあり1,549百万円（前年同四半期比7.6％減）となりました。 

各段階の損益につきましては、完成工事高の減少や赤字工事が一部発生し全体の完成工事総利益率が

低下したことなどから完成工事総利益が減少し、また受注の拡大や工事原価の低減をはかるため、本社

のバックアップ機能を強化し販管費を増やしたこともあり、営業損失84百万円（前年同四半期は営業損

失８百万円）、経常損失83百万円（前年同四半期は経常損失５百万円）、四半期純損失47百万円（前年

同四半期は四半期純損失５百万円）となりました。 

なお、当社の主たる事業である建設業の特徴として、完成する工事の割合が第４四半期会計期間に偏

るという傾向があります。 

  

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ364百万円減少し2,711百万円とな

りました。その主な要因としましては、現金預金が64百万円、完成工事未収入金が360百万円減少した

ことなどによる流動資産の減少によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ296百万円減少し1,357百万円となりました。その主な要因としまし

ては、支払手形が73百万円、工事未払金が130百万円、短期借入金が50百万円減少したことなどによる

流動負債の減少や、償還により社債が27百万円減少したことなどによるものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ68百万円減少し1,353百万円となりました。その主な要因としま

しては、配当金の支払や当第２四半期累計期間に四半期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減

少したことなどによるものであります。 

当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動により得られた資金は73百万円（前年同期比35.7％減）となりました。これは主に税引前四

半期純損失74百万円、未成工事支出金の増加29百万円、仕入債務の減少184百万円となったものの、売

上債権の減少363百万円などによるものであります。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

 (資産、負債及び純資産の状況)

 (キャッシュ・フローの状況)

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
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投資活動に使用した資金は10百万円（前年同期比71.4％減）となりました。これは主に有形固定資産

の取得による支出39百万円などによるものであります。 

財務活動に使用した資金は98百万円（前年同期比166.1％増）となりました。これは主に短期借入金

の純減額50百万円、社債の償還による支出27百万円及び配当金の支払額17百万円などによるものであり

ます。 

これにより当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ35

百万円減少し、278百万円となりました。 

  

今後の見通しとしましては、引続き建設業界にとっては厳しい環境が予想されますが、当社主力の気

泡コンクリート工事において、軽量盛土工事や水道関係などの管路中詰工事、トンネル補修などの空洞

充填工事の需要が見込まれることから、平成22年５月14日に公表しました平成23年３月期通期業績予想

については、現時点では変更はありません。 

  

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、事業年度に係る減価償却費を

期間按分して算定する方法によっております。 

  

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。 

なお、これにより、四半期財務諸表に与える影響はありません。 

  

  

  

  

  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

(3) 業績予想に関する定性的情報

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

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

(2) 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
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3. 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 329,465 394,307

受取手形 311,016 314,615

完成工事未収入金 426,532 786,960

売掛金 2,158 1,389

未成工事支出金 35,031 5,338

原材料及び貯蔵品 29,527 21,194

前払費用 12,927 12,602

繰延税金資産 46,233 23,061

その他 11,074 10,406

貸倒引当金 △18,479 △28,162

流動資産合計 1,185,489 1,541,715

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 64,041 63,729

構築物（純額） 637 769

機械及び装置（純額） 74,074 78,935

車両運搬具（純額） 680 915

工具、器具及び備品（純額） 12,402 14,557

土地 1,122,839 1,122,839

リース資産（純額） 3,938 4,475

有形固定資産計 1,278,613 1,286,222

無形固定資産   

リース資産 27,285 28,795

電話加入権 2,350 2,350

無形固定資産計 29,636 31,145

投資その他の資産   

投資有価証券 17,711 20,998

関係会社出資金 36,668 36,668

破産更生債権等 53,585 53,635

長期前払費用 2,455 1,624

繰延税金資産 70,434 65,738

敷金 16,485 17,781

ゴルフ会員権 92,055 92,055

貸倒引当金 △73,550 △73,600

投資その他の資産計 215,844 214,902

固定資産合計 1,524,094 1,532,270

繰延資産   

社債発行費 1,838 2,165

繰延資産合計 1,838 2,165

資産合計 2,711,422 3,076,150
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 574,870 647,896

工事未払金 270,761 400,843

買掛金 － 648

短期借入金 16,000 66,000

1年内償還予定の社債 54,000 54,000

リース債務 8,686 8,686

未払金 56,981 64,731

未払費用 5,031 3,892

未払法人税等 2,932 9,281

未払消費税等 2,009 23,498

未成工事受入金 9,240 4,935

賞与引当金 28,949 27,468

完成工事補償引当金 3,691 3,818

その他 3,180 1,479

流動負債合計 1,036,332 1,317,180

固定負債   

社債 99,000 126,000

リース債務 21,904 26,247

退職給付引当金 175,460 163,660

役員退職慰労引当金 22,433 18,103

受入保証金 2,514 2,791

固定負債合計 321,312 336,801

負債合計 1,357,644 1,653,981
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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 209,200 209,200

資本剰余金   

資本準備金 180,400 180,400

資本剰余金合計 180,400 180,400

利益剰余金   

利益準備金 24,050 24,050

その他利益剰余金   

別途積立金 985,000 985,000

繰越利益剰余金 △35,958 29,016

利益剰余金合計 973,091 1,038,066

自己株式 △742 △613

株主資本合計 1,361,949 1,427,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,171 △4,883

評価・換算差額等合計 △8,171 △4,883

純資産合計 1,353,777 1,422,169

負債純資産合計 2,711,422 3,076,150
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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 1,676,214 1,549,040

完成工事高 1,666,828 1,540,342

商品売上高 9,386 8,698

売上原価 1,387,985 1,302,215

完成工事原価 1,384,308 1,296,661

商品売上原価 3,676 5,554

売上総利益 288,229 246,824

完成工事総利益 282,520 243,680

商品売上総利益 5,709 3,144

販売費及び一般管理費 297,093 331,429

営業損失（△） △8,863 △84,605

営業外収益   

受取利息 161 132

受取手数料 938 305

受取配当金 220 220

受取技術料 2,595 4,832

雑収入 2,494 1,385

営業外収益合計 6,409 6,876

営業外費用   

支払利息 1,752 1,346

支払保証料 － 1,156

手形売却損 810 1,203

雑支出 876 2,023

営業外費用合計 3,439 5,729

経常損失（△） △5,893 △83,457

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,748 9,733

償却債権取立益 － 857

特別利益合計 3,748 10,591

特別損失   

固定資産除却損 － 1,930

前期損益修正損 2,800 －

特別損失合計 2,800 1,930

税引前四半期純損失（△） △4,945 △74,797

法人税、住民税及び事業税 957 955

法人税等調整額 △255 △27,868

法人税等合計 701 △26,912

四半期純損失（△） △5,646 △47,884
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △4,945 △74,797

減価償却費 19,701 21,005

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,982 △9,733

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,710 11,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △334 1,480

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,818 4,330

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 216 △127

受取利息及び受取配当金 △381 △352

支払利息 1,752 1,324

売上債権の増減額（△は増加） 172,627 363,308

未成工事支出金の増減額（△は増加） △11,318 △29,692

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,544 △8,333

仕入債務の増減額（△は減少） △136,364 △184,267

未払金の増減額（△は減少） △14,912 △1,688

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,982 △21,489

未成工事受入金の増減額（△は減少） 124,647 4,304

その他 8,308 3,908

小計 145,467 80,979

利息及び配当金の受取額 381 352

利息の支払額 △1,621 △1,030

法人税等の支払額 △30,590 △7,214

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,636 73,088

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △85,600 △55,600

定期預金の払戻による収入 55,000 85,000

有形固定資産の取得による支出 △5,251 △39,847

有形固定資産の売却による収入 － 186

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,851 △10,261

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） 23,000 △50,000

長期借入金の返済による支出 △14,400 －

社債の償還による支出 △24,500 △27,000

リース債務の返済による支出 △3,957 △4,343

自己株式の取得による支出 － △128

配当金の支払額 △17,068 △16,798

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,925 △98,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,859 △35,442

現金及び現金同等物の期首残高 328,955 313,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 369,815 278,265
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（単位：千円、％） 

 
  

（2）完成工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

（3）繰越工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

  

(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

4. 補足情報

  受注高、完成工事高及び繰越工事高

(1) 受注高

期 別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成21年４月１日  （自 平成22年４月１日  （自 平成21年４月１日

  至 平成21年９月30日）   至 平成22年９月30日）   至 平成22年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 1,020,306 76.4 1,250,993 79.1 2,936,482 76.8

地盤改良工事 288,265 21.6 287,243 18.2 691,892 18.1

補修工事 26,729 2.0 43,602 2.7 192,709 5.0

その他工事 889 0.0 － － 5,398 0.1

合計 1,336,191 100.0 1,581,839 100.0 3,826,483 100.0

期 別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成21年４月１日  （自 平成22年４月１日  （自 平成21年４月１日

  至 平成21年９月30日）   至 平成22年９月30日）   至 平成22年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 1,312,505 78.7 1,224,829 79.5 2,921,574 76.6

地盤改良工事 326,703 19.6 271,623 17.6 697,821 18.3

補修工事 26,729 1.6 43,889 2.9 192,422 5.0

その他工事 889 0.1 － － 5,398 0.1

合計 1,666,828 100.0 1,540,342 100.0 3,817,215 100.0

期 別 前第２四半期累計期間末 当第２四半期累計期間末 前事業年度末

 平成21年９月30日 平成22年９月30日  平成22年３月31日

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 464,251 95.0 797,522 91.6 771,358 93.1

地盤改良工事 24,561 5.0 72,692 8.4 57,071 6.9

補修工事 － － － － 287 0.0

その他工事 － － － － － －

合計 488,812 100.0 870,215 100.0 828,717 100.0
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