
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 飛島建設株式会社 上場取引所 東 

コード番号 1805 URL http://www.tobishima.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 篠部 正博

問合せ先責任者 （役職名） 広報室長 （氏名） 松尾 和昌 TEL 03-5214-8212
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

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 55,378 6.8 △1,420 ― △2,115 ― △2,257 ―

22年3月期第2四半期 51,838 △15.1 △863 ― △1,450 ― △1,523 ―

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 △3.77 ―

22年3月期第2四半期 △2.86 ―

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 93,336 16,064 17.2 △2.15

22年3月期 94,526 18,327 19.4 0.51

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  16,061百万円 22年3月期  18,324百万円

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 131,000 11.2 2,000 17.8 400 40.2 400 53.4 0.64



(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  無  
（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報告書のレビュー手続の対象外です。なお、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連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、本資料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。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】 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 「２．その他の情報」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 613,438,973株 22年3月期  601,094,529株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  8,188,801株 22年3月期  8,155,575株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 600,860,861株 22年3月期2Q  535,801,464株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、海外経済の改善や各種の政策効果等を背景に、景
気は持ち直しの動きが見られましたが、このところ足踏み状態となっています。海外景気の下振れ懸念
や為替レート・株価の変動等、景気を下押しするリスクが存在し、また、デフレの影響や雇用情勢の悪
化懸念も依然残っており、低調な状況が続いています。 
国内建設市場におきましては、民間建設投資のうち、住宅投資は、住宅諸施策や低金利維持等により

一定の回復が見込まれ、また、非住宅建設投資も、企業の設備投資の増加基調により徐々に回復の兆し
が見られますが、一方、政府建設投資は、公共事業予算の大幅減少による競争激化が顕著であり、建設
投資全体としては厳しい状況となっています。 
このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は553億円

（前年同四半期連結累計期間比6.8％増）、営業損益は14億円の損失（前年同四半期連結累計期間は８
億円の損失）、経常損益は21億円の損失（前年同四半期連結累計期間は14億円の損失）、四半期純損益
は22億円の損失（前年同四半期連結累計期間は15億円の損失）となりました。 
なお、当社グループの売上高は、下半期、特に第４四半期連結会計期間に集中する傾向があることか

ら、業績に季節的変動があります。 
  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に対し、資産は現金預金の減少等によ
り11億円の減少、負債は短期借入金の増加等により10億円の増加、純資産は四半期純損失の計上等によ
り22億円の減少となり、総資産は933億円となりました。 
なお、自己資本比率は、前連結会計年度末に対し2.2ポイント減少し、17.2％となりました。 

  

今後の建設市場の競争激化による当社業績への影響は見通し難い局面にありますが、現時点では平成
22年５月14日公表予想の範囲内にあると判断しており、当該業績予想に変更はありません。 
今後、修正の必要性が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。 

  

  
  

 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

(資産除去債務に関する会計基準等の適用)  
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。 
これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失に与える影響は軽微であり、税金

等調整前四半期純損失は54百万円増加しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

２．その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 7,341 13,888

受取手形・完成工事未収入金等 45,739 44,736

販売用不動産 2,231 1,213

未成工事支出金等 7,911 6,611

その他 10,460 8,111

貸倒引当金 △1,781 △1,788

流動資産合計 71,902 72,773

固定資産

有形固定資産 14,108 14,274

無形固定資産 541 608

投資その他の資産

その他 8,696 8,969

貸倒引当金 △1,920 △2,108

投資その他の資産計 6,776 6,861

固定資産合計 21,426 21,744

繰延資産 6 8

資産合計 93,336 94,526
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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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 34,703 33,769

短期借入金 15,750 13,630

未成工事受入金 7,148 7,306

預り金 11,638 11,988

完成工事補償引当金 217 245

工事損失引当金 432 428

その他 1,025 2,566

流動負債合計 70,916 69,936

固定負債

退職給付引当金 5,840 5,766

その他 514 496

固定負債合計 6,355 6,262

負債合計 77,272 76,198

純資産の部

株主資本

資本金 5,519 5,519

資本剰余金 13,500 13,500

利益剰余金 △1,605 652

自己株式 △1,361 △1,360

株主資本合計 16,053 18,312

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9 13

為替換算調整勘定 △2 △1

評価・換算差額等合計 7 12

少数株主持分 3 3

純資産合計 16,064 18,327

負債純資産合計 93,336 94,526
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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 51,031 54,881

開発事業等売上高 806 496

売上高合計 51,838 55,378

売上原価

完成工事原価 49,164 53,227

開発事業等売上原価 596 368

売上原価合計 49,760 53,596

売上総利益

完成工事総利益 1,867 1,654

開発事業等総利益 209 127

売上総利益合計 2,077 1,781

販売費及び一般管理費 2,940 3,202

営業損失（△） △863 △1,420

営業外収益

受取利息 16 19

負ののれん償却額 17 17

消費税等還付加算金 21 －

その他 20 30

営業外収益合計 75 67

営業外費用

支払利息 280 219

退職給付会計基準変更時差異の処理額 299 299

その他 82 243

営業外費用合計 662 762

経常損失（△） △1,450 △2,115

特別利益

貸倒引当金戻入額 36 －

外国租税公課戻入額 13 －

固定資産売却益 － 2

その他 9 －

特別利益合計 59 2

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 53

災害による損失 － 16

投資有価証券評価損 78 －

その他 8 12

特別損失合計 86 82

税金等調整前四半期純損失（△） △1,477 △2,196

法人税、住民税及び事業税 45 61

法人税等合計 45 61

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,257

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純損失（△） △1,523 △2,257
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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）

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)

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（△） △1,477 △2,196

減価償却費 307 307

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59 △7

工事損失引当金の増減額（△は減少） △95 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84 74

受取利息及び受取配当金 △26 △31

負ののれん償却額 △17 △17

支払利息 280 219

為替差損益（△は益） 3 28

投資有価証券評価損益（△は益） 78 1

売上債権の増減額（△は増加） 12,942 △1,016

販売用不動産の増減額（△は増加） 207 △1,017

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,037 △1,299

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,004 △1,396

未収入金の増減額（△は増加） 1,162 △955

その他の資産の増減額（△は増加） 14 47

仕入債務の増減額（△は減少） △8,069 955

未成工事受入金の増減額（△は減少） 865 △157

預り金の増減額（△は減少） 299 △350

未払消費税等の増減額（△は減少） 215 △1,307

その他の負債の増減額（△は減少） △10 9

その他 3 31

小計 6,672 △8,076

利息及び配当金の受取額 12 22

利息の支払額 △290 △387

法人税等の支払額 △148 △144

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,246 △8,586

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 △114 △39

無形固定資産の取得による支出 △91 △28

投資有価証券の取得による支出 △1 △9

貸付けによる支出 △7 △5

貸付金の回収による収入 28 39

その他 1 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △185 △30

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） 1,616 2,120

長期借入金の返済による支出 △7 △0

その他 △13 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,595 2,109

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,649 △6,539

現金及び現金同等物の期首残高 5,638 13,679

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,288 7,140
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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
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(注) ％表示は、対前年同四半期増減率を示している。 

  

（単位：百万円）

 
(注) （ ）内の％表示は、構成比率を示している。 

  

 
(注) ％表示は、対前期増減率を示している。 

  

当第２四半期累計期間の個別受注実績については、土木事業は、前年同四半期累計期間比で4.8％減
少の166億円となりました。建築事業は、前年同四半期累計期間比で9.7％増加の233億円となりまし
た。 
なお、通期の個別受注予想については、厳しい競争環境を踏まえつつ、今後の案件状況を慎重に検討

した結果、期首の予想を据え置くことといたしました。 

  

４．四半期個別受注の概況

(1) 個別受注実績

受注高

平成23年３月期第２四半期累計期間 40,422百万円 2.5％

平成22年３月期第２四半期累計期間 39,455百万円 △ 35.3％

（参考）個別受注実績内訳

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

土
木

国内官公庁 13,054 (  33.1%) 14,416 (  35.6%) 1,362 10.4%

国内民間 4,382 (  11.1%) 2,276 (   5.6%) △ 2,106 △ 48.1%

海 外 21 (   0.0%) △  66 (△ 0.1%)  △    87 ― %

計 17,457 (  44.2%) 16,626 (  41.1%) △   831 △  4.8%

建
築

国内官公庁 7,702 (  19.5%) 7,389 (  18.3%) △   313 △  4.1%

国内民間 12,632 (  32.0%) 15,230 (  37.7%) 2,597 20.6%

海 外 922 (   2.4%) 705 (   1.7%)  △   217 △ 23.6%

計 21,257 (  53.9%) 23,324 (  57.7%) 2,066 9.7%

合
計

国内官公庁 20,757 (  52.6%) 21,805 (  53.9%) 1,048 5.1%

国内民間 17,014 (  43.1%) 17,506 (  43.3%) 491 2.9%

海 外 943 (   2.4%) 638 (   1.6%) △   304 △ 32.3%

計 38,715 (  98.1%) 39,950 (  98.8%) 1,235 3.2%

開発事業等 740 (   1.9%) 471 (   1.2%) △   268 △ 36.2%

合計 39,455 ( 100.0%) 40,422 ( 100.0%) 967 2.5%

(2) 個別受注予想

受注高

平成23年３月期通期予想 131,000百万円 25.5％

平成22年３月期通期実績 104,377百万円 △ 24.5％

［個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報］
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