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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 66,230 △4.6 572 ― 1,360 ― 830 ―

22年3月期第2四半期 69,397 △12.1 △2,519 ― △1,275 ― △1,570 ―

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 4.16 ―

22年3月期第2四半期 △7.86 ―

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 234,261 111,843 47.7 559.74
22年3月期 241,758 115,468 47.8 577.83

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  111,843百万円 22年3月期  115,468百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 9.00 9.00

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  有  
 

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 197,500 △0.5 3,400 293.5 4,500 101.1 3,600 452.4 18.02



(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
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・平成22年５月14日の決算発表時に公表しました通期連結業績予想を修正しています。 
・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】4ページ「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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「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 228,326,133株 22年3月期  228,326,133株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  28,511,846株 22年3月期  28,496,086株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 199,823,510株 22年3月期2Q 199,856,731株



(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 当四半期における個別業績予想の修正有無 ： 有 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1. 平成22年５月14日の決算発表時に公表しました通期個別業績予想を修正しています。なお、当該数値の修正に関す

る事項は、本日（平成22年11月11日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

2. 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。 

（参考）個別業績予想

平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

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 191,800 △3.9 3,000 105.3 4,000 47.9 3,200 392.7 16 01
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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、輸出の減速や民間設備投資の伸び悩みなどから、し

ばらく続いた持ち直しの動きに陰りが見られ、その影響を受けた建設業界においては、公共投資の一段の

落ち込みというマイナス要因も加わり、受注活動をはじめとしてさらに厳しい経営環境に置かれました。

当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期間に比べ4.6％減少した66,230百万円となりました。損

益面では、売上総利益が工事採算の改善等により、前年同期間に比べ61.7％増加した7,594百万円とな

り、営業利益は572百万円（前年同期間は2,519百万円の営業損失）、経常利益は1,360百万円（前年同期

間は1,275百万円の経常損失）、四半期純利益は830百万円（前年同期間は1,570百万円の四半期純損失）

となりました。   

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として工事の完成引渡しが下半期に、特に第４四半期

連結会計期間に偏ることから、通期の業績予想に対し第２四半期連結累計期間の売上高の割合が低くなる

といった季節的変動があります。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。 

（土木事業） 

受注高は16,804百万円、完成工事高は23,351百万円となり、731百万円の営業損失となりました。 

（建築事業） 

受注高は26,035百万円、完成工事高は39,388百万円となり、251百万円の営業利益となりました。 

 （不動産事業） 

不動産事業は不動産の販売及び賃貸に関する事業で、売上高は2,041百万円となり、1,103百万円の営

業利益となりました。 

（その他） 

その他は建設資機材等の製造及び販売に関する事業等で、売上高は1,448百万円となり、57百万円の

営業損失となりました。 

  

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

㈱奥村組（1833）平成23年３月期　第２四半期決算短信

－ 2 －



  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、有価証券が増加しましたが、現金預金、受取手形・完成工事

未収入金等、投資有価証券が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ7,497百万円減少した

234,261百万円となりました。 

負債は、短期借入金や未成工事受入金が増加しましたが、支払手形・工事未払金等が減少したこと等に

より、前連結会計年度末に比べ3,872百万円減少した122,418百万円となりました。  

純資産は、配当金の支払い等により利益剰余金が減少したことや、その他有価証券評価差額金が減少し

たこと等により、前連結会計年度末に比べ3,624百万円減少した111,843百万円となり、自己資本比率は

47.7％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、投資活動により655百万円、財務活動に

より140百万円それぞれ減少しましたが、営業活動により10,321百万円増加したため、現金及び現金同等

物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ9,478百万円増加し37,309百万円とな

りました。 

 当第２四半期連結累計期間中の各キャッシュ・フローは次のとおりです。    

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により資金が減少しましたが、売上債権の回

収や未成工事受入金の増加等により、10,321百万円の資金増加となりました。（前第２四半期連結累計期

間は、5,932百万円の資金減少） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収等により資金が増加しましたが、有形及び無形固

定資産の取得等により、655百万円の資金減少となりました。（前第２四半期連結累計期間は、1,146百万

円の資金減少） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により資金が増加しましたが、配当金の支

払い等により、140百万円の資金減少となりました。（前第２四半期連結累計期間は、1,750百万円の資金

増加） 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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当連結会計年度におけるわが国経済は、ここにきて急速な円高や政策効果の息切れ等により足踏み状態

に入ったとされ、先行きに対する懸念も広まりつつあるようです。建設業界においては、かねてからの公

共投資の縮減が進む中で、収益の柱として期待していた民間設備投資の回復も遅れるなど、明かりの見え

ない極めて厳しい経営環境が当面続くものと予想されます。 

 このような状況下において、今後の見通し等を勘案したうえで、通期の連結業績予想を平成22年５月14

日の決算発表時に公表しました予想数値から、下記のとおり修正しています。  

（平成23年３月期通期連結業績予想） 

売上高は、一部の工事において進捗率が前回想定を下回ること及び連結子会社の販売用不動産の売買契

約解除等により減少することから、前回予想を25,600百万円下回る197,500百万円となる見込みですが、

営業利益及び経常利益は、建設事業の売上総利益率の改善等により、前回予想からの修正はありません。

 当期純利益は、特別損失に前回見込んでいなかった投資有価証券評価損を第２四半期と同程度の約700

百万円見込んでいること等により、3,600百万円となる見込みとしています。  

（単位：百万円）       

 
なお、当該数値の修正に関する事項は、本日（平成22年11月11日）公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  
  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今回修正予想
前回(平成22年５月) 

発表予想
増減額 増減率 

(％)

売上高 197,500 223,100 △ 25,600 △11.5

    土  木 83,000 87,000 △4,000 △4.6

  建  築 104,000 119,000 △15,000 △12.6

    計 187,000 206,000 △19,000 △9.2

  不動産等 10,500 17,100 △6,600 △38.6

売上総利益 18,900 18,900 － －

    土  木 6,000 5,900 100 1.7

  建  築 9,400 8,500 900 10.6

    計 15,400 14,400 1,000 6.9

  不動産等 3,500 4,500 △1,000 △22.2

一般管理費 15,500 15,500 － －

営業利益 3,400 3,400 － －

営業外損益 1,100 1,100 － －

経常利益 4,500 4,500 － －

特別損益 △800 △100 △700 －

税金等調整前 
当期純利益

3,700 4,400 △700 △15.9

法人税等 100 100 － －

当期純利益 3,600 4,300 △700 △16.3
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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の適用） 

「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）を第１四半期連結

会計期間から適用しています。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ１百万円、税金等調整前四

半期純利益が112百万円減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は127百万円です。 

  

  

  

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：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 14,065 20,298

受取手形・完成工事未収入金等 48,653 63,092

有価証券 23,500 8,056

販売用不動産 10,189 10,016

未成工事支出金 58,807 57,785

不動産事業支出金 4,029 4,552

仕掛品 1,845 1,150

材料貯蔵品 255 234

その他 9,071 11,555

貸倒引当金 △2,944 △3,802

流動資産合計 167,474 172,940

固定資産   

有形固定資産 26,251 24,137

無形固定資産 391 508

投資その他の資産   

投資有価証券 38,161 42,749

その他 5,318 4,874

貸倒引当金 △3,336 △3,451

投資その他の資産合計 40,144 44,172

固定資産合計 66,787 68,818

資産合計 234,261 241,758
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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 35,673 40,145

短期借入金 11,913 10,312

未払法人税等 125 248

未成工事受入金 44,669 40,796

引当金 1,219 1,180

工事損失引当金 5,273 5,751

資産除去債務 72 －

その他 10,566 13,042

流動負債合計 109,513 111,477

固定負債   

長期借入金 191 229

退職給付引当金 5,221 5,784

資産除去債務 56 －

負ののれん 708 850

その他 6,726 7,947

固定負債合計 12,904 14,812

負債合計 122,418 126,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,838 19,838

資本剰余金 25,327 25,327

利益剰余金 71,232 72,200

自己株式 △12,337 △12,332

株主資本合計 104,061 105,034

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,782 10,434

評価・換算差額等合計 7,782 10,434

純資産合計 111,843 115,468

負債純資産合計 234,261 241,758
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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 69,397 66,230

売上原価 64,700 58,635

売上総利益 4,696 7,594

販売費及び一般管理費 7,216 7,022

営業利益又は営業損失（△） △2,519 572

営業外収益   

受取利息 148 122

受取配当金 447 471

為替差益 427 －

負ののれん償却額 141 141

その他 184 185

営業外収益合計 1,349 921

営業外費用   

支払利息 92 95

その他 12 38

営業外費用合計 105 133

経常利益又は経常損失（△） △1,275 1,360

特別利益   

前期損益修正益 159 28

固定資産売却益 20 －

投資有価証券売却益 20 32

貸倒引当金戻入額 739 347

特別利益合計 939 408

特別損失   

前期損益修正損 417 54

固定資産除却損 69 2

投資有価証券売却損 1 －

投資有価証券評価損 669 711

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

特別損失合計 1,158 879

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,493 890

法人税、住民税及び事業税 74 68

法人税等調整額 2 △8

法人税等合計 76 59

少数株主損益調整前四半期純利益 － 830

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,570 830
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,493 890

減価償却費 458 475

負ののれん償却額 △141 △141

貸倒引当金の増減額（△は減少） △739 △347

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67 △562

工事損失引当金の増減額（△は減少） 913 △478

受取利息及び受取配当金 △596 △594

支払利息 92 95

固定資産売却損益（△は益） △20 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △19 △32

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 669 711

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 111

売上債権の増減額（△は増加） 27,156 13,421

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,492 △1,022

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △2,628 △366

仕入債務の増減額（△は減少） △28,586 △2,584

未成工事受入金の増減額（△は減少） 6,623 3,873

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,766 △1,553

未収消費税等の増減額（△は増加） △290 △1,143

その他 △1,653 △846

小計 △6,445 9,904

利息及び配当金の受取額 595 594

利息の支払額 △92 △95

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 10 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,932 10,321

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △230 211

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △19 △6

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

32 137

有形及び無形固定資産の取得による支出 △829 △2,339

有形及び無形固定資産の売却による収入 25 －

貸付けによる支出 △319 △158

貸付金の回収による収入 120 1,499

その他 75 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,146 △655
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（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) 

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） 3,565 1,668

長期借入金の返済による支出 △12 △11

自己株式の取得による支出 △13 △5

自己株式の売却による収入 1 0

配当金の支払額 △1,789 △1,788

その他 △1 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,750 △140

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,349 9,478

現金及び現金同等物の期首残高 30,811 27,831

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,461 37,309
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 該当事項はありません。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 事業区分の方法 

   日本標準産業分類を勘案して区分しています。 

(2)  各区分に属する主要な事業の内容 

   建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

   不動産事業 ：不動産の販売及び賃貸に関する事業 

   その他の事業：建設資機材等の製造及び販売に関する事業他 

２ 会計処理基準等の変更 

「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」に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間から「工事契約に関する会計基準」を適用しています。この変更に伴い、従来の方法に比較して、

当第２四半期連結累計期間の建設事業の売上高が2,177百万円増加し、営業損失が199百万円減少しています。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しています。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

〔事業の種類別セグメント情報〕

建設事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

65,016 1,960 2,419 69,397 ― 69,397

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,500 19 252 1,772 (1,772) ―

計 66,516 1,980 2,672 71,169 (1,772) 69,397

営業利益又は営業損失(△) △3,420 1,041 60 △2,318 (201) △2,519

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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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）を適用しています。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手

可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象

となっているものです。 

 当社グループは土木事業、建築事業からなる建設事業を中心に事業活動を展開しており、兼業事業と

して主に不動産事業を行っていることから、「土木事業」、「建築事業」、「不動産事業」の３つを報

告セグメントとしています。 

 「土木事業」、「建築事業」は土木、建築その他建設工事全般に関する事業で、「不動産事業」は不

動産の販売及び賃貸に関する事業です。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 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) 

 
(注)１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設資機材等の製造及び販売に

関する事業を含んでいます。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額６百万円はセグメント間取引消去等です。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額 
（注２）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注３）土木事業 建築事業 不動産事業 計

売上高
 
 

  外部顧客への売上高 23,351 39,388 2,041 64,781 1,448 66,230 ― 66,230

  セグメント間の内部  
 売上高又は振替高

― ― 18 18 330 348 △348 ―

計 23,351 39,388 2,059 64,800 1,778 66,578 △348 66,230

セグメント利益 
又は損失(△)

△731 251 1,103 623 △57 566 6 572

(6) 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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（％表示は対前年同四半期増減率） 

 
  

 
  

 

 
  

4.（参考）個別業績の概要

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

(1) 個別経営成績(累計) 

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 65,007 △5.5 468 － 1,298 － 862 －

22年3月期第2四半期 68,755 △9.4 △2,365 － △1,173 － △1,650 －

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 32 － －

22年3月期第2四半期 △8 26 － －

(2) 個別財政状態

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3月期第2四半期 228,981 109,729 47.9 549 16

22年3月期 236,532 113,319 47.9 567 08

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 109,729百万円 22年3月期 113,319百万円
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5.（参考）四半期財務諸表 (個別)

(1) 四半期貸借対照表 (個別)

(単位：百万円)

区分
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 13,953 20,233

  受取手形・完成工事未収入金 46,740 64,735

  有価証券 23,500 8,056

  販売用不動産 2,690 2,924

  未成工事支出金 58,807 57,785

  不動産事業支出金 4,029 4,107

  材料貯蔵品 3 4

  その他 17,598 15,726

  貸倒引当金 △ 3,083 △ 3,937

  流動資産合計 164,240 71.7 169,634 71.7

 固定資産

  有形固定資産 20,381 18,215

  無形固定資産 387 503

  投資その他の資産

   投資有価証券 37,664 42,249

   その他 9,693 9,432

   貸倒引当金 △ 3,384 △ 3,503

   投資その他の資産合計 43,972 48,178

  固定資産合計 64,741 28.3 66,898 28.3

 資産合計 228,981 100 236,532 100

負債の部

 流動負債

  支払手形・工事未払金 34,933 38,308

  短期借入金 11,913 10,312

  未払法人税等 123 244

  未成工事受入金 43,798 40,732

  引当金 1,173 1,131

  工事損失引当金 5,257 5,701

  資産除去債務 31 －

  その他 9,882 12,865

  流動負債合計 107,113 46.8 109,297 46.2

 固定負債

  長期借入金 191 229

  退職給付引当金 5,221 5,784

  資産除去債務 44 －

  その他 6,681 7,901

  固定負債合計 12,138 5.3 13,915 5.9

 負債合計 119,252 52.1 123,213 52.1

純資産の部

 株主資本

  資本金 19,838 8.7 19,838 8.4

  資本剰余金 25,327 11.0 25,327 10.7

  利益剰余金 69,067 30.2 70,003 29.6

  自己株式 △ 12,337 △ 5.4 △ 12,332 △ 5.2

  株主資本合計 101,896 44.5 102,837 43.5

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 7,832 3.4 10,482 4.4

  評価・換算差額等合計 7,832 3.4 10,482 4.4

 純資産合計 109,729 47.9 113,319 47.9

負債純資産合計 228,981 100 236,532 100
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※ 四半期貸借対照表（個別）及び四半期損益計算書（個別）について  

 「四半期財務諸表等規則」に従い作成していますが、法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

 また、前事業年度の四半期貸借対照表（個別）の表示科目については、当第２四半期に合せて組み替えています。 

(2) 四半期損益計算書 (個別)

【第２四半期累計期間】

(単位：百万円)

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)

売上高 68,755 100 65,007 100

売上原価 64,115 93.3 57,695 88.8

売上総利益 4,639 6.7 7,312 11.2

販売費及び一般管理費 7,004 10.1 6,844 10.5

営業利益又は営業損失（△） △ 2,365 △ 3.4 468 0.7

営業外収益

 受取利息 223 209

 受取配当金 462 486

 為替差益 429 －

 その他 184 267

 営業外収益合計 1,299 1.9 963 1.5

営業外費用

 支払利息 95 95

 その他 12 38

 営業外費用合計 107 0.2 133 0.2

経常利益又は経常損失（△） △ 1,173 △ 1.7 1,298 2.0

特別利益

 前期損益修正益 158 28

 固定資産売却益 15 －

 投資有価証券売却益 20 32

 貸倒引当金戻入額 2,211 347

 特別利益合計 2,405 3.5 408 0.6

特別損失

 前期損益修正損 411 13

 固定資産除却損 69 1

 投資有価証券売却損 1 －

 投資有価証券評価損 669 711

 関係会社株式評価損 1,655 －

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59

 特別損失合計 2,807 4.1 786 1.2

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △ 1,574 △ 2.3 921 1.4

法人税、住民税及び事業税  73 67

法人税等調整額  2 △ 8

法人税等合計 75 0.1 58 0.1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △ 1,650 △ 2.4 862 1.3
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(1) 部門別受注工事高、売上高及び次期繰越工事高（個別） 

 
  

6. 補足情報

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

増  減 増減率（自 平成21年４月１日 （自 平成22年４月１日
  至 平成21年９月30日) 至 平成22年９月30日)

％ ％ ％ ％ ％

国内官公庁 7,108 36.6 11,477 68.3 4,369 61.5

受 土 木
国内民間 12,523 64.5

36.6
5,905 35.1

39.2
△6,617 △52.8

海  外 △221 △1.1 △579 △3.4 △357 －

注
計 19,410 100 16,804 100 △2,606 △13.4

国内官公庁 6,167 18.4 2,292 8.8 △3,875 △62.8

工 建 築
国内民間 27,390 81.6

63.4
23,740 91.2

60.8
△3,649 △13.3

海   外 7 0.0 2 0.0 △4 △65.9

事
計 33,564 100 26,035 100 △7,529 △22.4

国内官公庁 13,276 25.1 13,770 32.1 493 3.7

高 計
国内民間 39,913 75.3

100
29,646 69.2

100
△10,267 △25.7

海  外 △214 △0.4 △577 △1.3 △362 －

計 52,975 100 42,839 100 △10,136 △19.1

土
国内官公庁 21,609 66.3 (49.0) 11,537 49.4 (37.2) △10,071 △46.6

完
国内民間 8,406 25.8 10,908 46.7 2,501 29.8

売 木
海  外 2,555 7.9 906 3.9 △1,649 △64.5

成
計 32,571 100 47.4 23,351 100 35.9 △9,219 △28.3

建
国内官公庁 2,031 6.0 (51.0) 8,033 20.4 (62.8) 6,001 295.4

工
国内民間 31,906 94.0 31,352 79.6 △554 △1.7

上 築
海  外 7 0.0 2 0.0 △4 △65.9

事
計 33,945 100 49.3 39,388 100 60.6 5,443 16.0

計

国内官公庁 23,640 35.5 (100) 19,570 31.2 (100) △4,069 △17.2

高
国内民間 40,313 60.6 42,261 67.4 1,947 4.8

高
海  外 2,562 3.9 908 1.4 △1,653 △64.5

計 66,516 100 96.7 62,740 100 96.5 △3,776 △5.7

不動産事業等売上高 2,238 3.3 2,267 3.5 28 1.3

合   計 68,755 100 65,007 100 △3,747 △5.5

国内官公庁 88,727 65.3 83,525 69.2 △5,201 △5.9

土 木
国内民間 34,058 25.0

48.2
27,337 22.6

48.2
△6,721 △19.7

次 海  外 13,145 9.7 9,843 8.2 △3,302 △25.1

期 計 135,931 100 120,706 100 △15,225 △11.2

繰 国内官公庁 32,661 22.4 33,017 25.5 355 1.1

越
建 築

国内民間 113,275 77.6
51.8

96,639 74.5
51.8

△16,635 △14.7

工 海  外 － － － － － －

事 計 145,936 100 129,656 100 △16,280 △11.2

高 国内官公庁 121,388 43.1 116,542 46.6 △4,845 △4.0

計
国内民間 147,334 52.3

100
123,976 49.5

100
△23,357 △15.9

海  外 13,145 4.6 9,843 3.9 △3,302 △25.1

計 281,868 100 250,362 100 △31,505 △11.2
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(2) 受注高予想（個別） 

（単位：百万円） 

 
（注）上記受注高予想は、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

際の受注高は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

  

  

  

  

区分 平成22年３月期実績 平成23年３月期予想 増減率(％)

通      期

土 木

官公庁 33,820 48,500 43.4

民 間 26,914 16,500 △38.7

計 60,734 65,000 7.0

建 築

官公庁 27,494 23,000 △16.3

民 間 81,206 92,000 13.3

計 108,701 115,000 5.8

計 169,436 180,000 6.2
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