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1. 平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日）

 (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12月期第２四半期 21,100 1.5 234 74.1 402 20.8 213 14.4

22年12月期第２四半期 20,782 △9.1 134 105.7 333 37.0 186 68.4

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12月期第２四半期 7. 86 ―

22年12月期第２四半期 6. 85 ―

 (2) 連結財政状態

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12月期第２四半期 29,734 20,944 69.5 761. 28

22年12月期 30,152 20,903 68.4 759. 83

(参考) 自己資本 23年12月期第２四半期 20,656百万円  22年12月期 20,618百万円

2. 配当の状況

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12月期 ― ― ― 8. 00 8. 00

23年12月期 ― ―

23年12月期(予想) ― 8. 00 8. 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 38,000 0.6 170 13.4 480 △7.8 250 △15.3 9. 21



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

  

 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。 

  

 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】P2「(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】P3「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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12月期2Ｑ 29,559,918株 22年12月期 29,559,918株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 2,426,207株 22年12月期 2,423,901株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期2Ｑ 27,134,577株 22年12月期2Ｑ 27,213,352株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の持ち直しの動きがみ

られたものの、低調な公共投資、厳しい雇用環境、低迷する個人消費などに加え、本年３月に発生した

東日本大震災の影響により、景気は引き続き不透明な状況で推移しております。 

 情報通信分野におきましては、ユビキタスネットワーク社会の実現に向け、光アクセスを活用したブ

ロードバンドサービスのほか、スマートフォンやクラウド型システム等の新たな情報通信サービスの展

開など、サービスの多様化、高度化が進むなか、通信事業者間の激しい競争下における熾烈な料金・サ

ービス競争が展開され、受注価格面における一層の厳しい状況が続いております。  

 このような状況のもと、受注高は168億32百万円（前年同期比89.0％）、売上高は前年同期と比べ販

売事業の減少はあるものの、建設事業の増加により211億円（前年同期比101.5％）となりました。 

 損益面につきましては、前期からの繰越工事である地域情報通信基盤整備工事が順調に完成したこと

などにより、営業利益は２億34百万円（前年同期比174.1％）、経常利益は４億２百万円（前年同期比

120.8％）、四半期純利益は２億13百万円（前年同期比114.4％）となりました。 

  

  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて４億17百万円減少し297億34百

万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて３億99百万円減少し136億46百万円となり

ました。これは主に、現金預金が32億94百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が14億15百万

円、未成工事支出金が19億71百万円、繰延税金資産が１億６百万円減少したことなどによるものであり

ます。固定資産は、前連結会計年度末に比べて18百万円減少し160億88百万円となりました。 

  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億58百万円減少し87億89百

万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて６億90百万円減少し48億49百万円となりま

した。これは主に、未払費用が３億22百万円増加し、支払手形・工事未払金等が９億25百万円、短期借

入金が２億60百万円減少したことなどによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて

２億31百万円増加し39億40百万円となりました。これは主に、退職給付引当金が２億６百万円増加した

ことなどによるものであります。 

  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて40百万円増加し209億44百

万円となりました。これは主に、配当金２億17百万円の支払があったものの当四半期純利益２億13百万

円、その他有価証券評価差額金が41百万円増加したことなどによるものであります。 

  

  

当第２四半期連結累計期間における連結業績につきましては概ね計画通り推移しており、平成23年２

月14日に公表いたしました通期連結業績予想に変更はありません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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該当事項はありません。 

  

《簡便な会計処理》 

①棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関して、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。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、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する方法によっております。 

  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、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

する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降

に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年

度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

  

《特有の会計処理》 

該当事項はありません。 

  

  

《会計処理基準に関する事項の変更》 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24

号 平成20年３月10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。 

  

②「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。 

  

《表示方法の変更》 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

  

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：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,336,054 1,041,773

受取手形・完成工事未収入金等 4,635,950 6,051,870

有価証券 20,138 20,224

商品 299,593 293,560

仕掛品 12,809 37,491

材料貯蔵品 41,243 61,679

未成工事支出金 3,390,227 5,362,197

その他のたな卸資産 420,180 443,961

繰延税金資産 133,846 240,449

その他 368,329 504,511

貸倒引当金 △12,024 △12,140

流動資産合計 13,646,347 14,045,579

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,405,989 3,519,089

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 388,460 457,381

土地 6,857,373 6,857,373

リース資産（純額） 508,285 437,862

建設仮勘定 85,000 －

有形固定資産合計 11,245,108 11,271,707

無形固定資産 209,633 241,527

投資その他の資産

投資有価証券 3,215,917 3,145,781

繰延税金資産 1,196,253 1,218,331

その他 340,997 349,694

貸倒引当金 △119,782 △120,534

投資その他の資産合計 4,633,385 4,593,272

固定資産合計 16,088,127 16,106,507

資産合計 29,734,474 30,152,087
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 2,714,180 3,639,463

短期借入金 164,273 424,519

リース債務 143,241 111,684

未払法人税等 83,865 107,112

未払消費税等 227,519 73,129

未払費用 377,860 55,847

未成工事受入金 678,146 692,730

完成工事補償引当金 6,224 5,775

賞与引当金 116,114 68,684

役員賞与引当金 1,250 2,500

工事損失引当金 17,936 7,100

その他 318,486 350,684

流動負債合計 4,849,099 5,539,232

固定負債

長期借入金 92,613 116,436

リース債務 400,313 355,248

退職給付引当金 3,240,775 3,034,724

役員退職慰労引当金 189,868 184,297

その他 17,278 18,446

固定負債合計 3,940,848 3,709,154

負債合計 8,789,947 9,248,387

純資産の部

株主資本

資本金 2,324,732 2,324,732

資本剰余金 1,462,370 1,462,370

利益剰余金 17,386,959 17,390,851

自己株式 △653,289 △652,838

株主資本合計 20,520,774 20,525,117

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 135,517 93,774

評価・換算差額等合計 135,517 93,774

少数株主持分 288,235 284,808

純資産合計 20,944,527 20,903,700

負債純資産合計 29,734,474 30,152,087
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

売上高

完成工事高 17,900,989 18,943,913

兼業事業売上高 2,881,501 2,157,063

売上高合計 20,782,491 21,100,977

売上原価

完成工事原価 17,075,080 18,024,380

兼業事業売上原価 2,457,521 1,740,438

売上原価合計 19,532,601 19,764,819

売上総利益

完成工事総利益 825,909 919,532

兼業事業総利益 423,980 416,625

売上総利益合計 1,249,889 1,336,157

販売費及び一般管理費 1,114,945 1,101,285

営業利益 134,944 234,872

営業外収益

受取利息 1,944 1,543

受取配当金 57,804 47,074

受取賃貸料 94,328 85,169

持分法による投資利益 22,110 18,822

その他 28,868 21,679

営業外収益合計 205,055 174,288

営業外費用

支払利息 5,247 4,664

その他 1,364 1,836

営業外費用合計 6,612 6,501

経常利益 333,387 402,659

特別利益

固定資産売却益 1,822 1,255

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,280

特別利益合計 1,822 3,535

特別損失

固定資産除却損 1,689 2,266

固定資産売却損 27 52

投資有価証券評価損 2,319 17,709

ゴルフ会員権評価損 500 －

その他 1,585 －

特別損失合計 6,122 20,028

税金等調整前四半期純利益 329,087 386,165

法人税、住民税及び事業税 65,085 67,317

法人税等調整額 72,716 99,397

法人税等合計 137,802 166,715

少数株主損益調整前四半期純利益 － 219,450

少数株主利益 4,917 6,254

四半期純利益 186,368 213,195
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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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（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より「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)を適用しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の数値につきましては、当第２四半期連結累計期間の区分に組み替

えて表示しております。 

  

  

  

  

  

4. 補足情報

(1) 売上高、受注高及び受注残高の状況

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

比較増減（自 平成22年１月１日 （自 平成23年１月１日

  至 平成22年６月30日）  至 平成23年６月30日）

金額 構成比 金額 構成比 金額

前
期
繰
越
高

報告 
セグメント

建設事業 9,753,595 100.0% 11,529,636 100.0% 1,776,040

販売事業 - - - - -

不動産関連事業 - - - - -

計 9,753,595 100.0% 11,529,636 100.0% 1,776,040

その他 - - - - -

合計 9,753,595 100.0% 11,529,636 100.0% 1,776,040

当
期
受
注
高

報告 
セグメント

建設事業 16,030,794 84.8% 14,675,451 87.2% △ 1,355,343

販売事業 2,455,553 13.0% 1,610,017 9.5% △ 845,536

不動産関連事業 19,000 0.1% 80,420 0.5% 61,420

計 18,505,348 97.9% 16,365,889 97.2% △ 2,139,459

その他 406,947 2.1% 466,625 2.8% 59,678

合計 18,912,296 100.0% 16,832,515 100.0% △ 2,079,781

売
上
高

報告 
セグメント

建設事業 17,900,989 86.1% 18,943,913 89.8% 1,042,923

販売事業 2,455,553 11.8% 1,610,017 7.6% △ 845,536

不動産関連事業 19,000 0.1% 80,420 0.4% 61,420

計 20,375,543 98.0% 20,634,351 97.8% 258,807

その他 406,947 2.0% 466,625 2.2% 59,678

合計 20,782,491 100.0% 21,100,977 100.0% 318,485

受
注
残
高

報告 
セグメント

建設事業 7,883,401 100.0% 7,261,173 100.0% △ 622,227

販売事業 - - - - -

不動産関連事業 - - - - -

計 7,883,401 100.0% 7,261,173 100.0% △ 622,227

その他 - - - - -

合計 7,883,401 100.0% 7,261,173 100.0% △ 622,227
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