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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021年9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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期第2四半期 38,453 △8.8 1,180 △25.2 1,377 △22.1 921 △23.8

2021年3月期第2四半期 42,143 △6.4 1,579 4.2 1,769 3.7 1,208 11.4

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　1,041百万円 （△40.0％） 2021年3月期第2四半期　　1,735百万円 （25.3％）

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

2022年3月期第2四半期 30.19 ―

2021年3月期第2四半期 39.61 ―

(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

2022年3月期第2四半期 70,059 43,117 61.5 1,412.73

2021年3月期 74,425 42,527 57.1 1,393.41

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 43,117百万円 2021年3月期 42,527百万円

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

2021年3月期 ― 8.00 ― 15.00 23.00

2022年3月期 ― 8.00

2022年3月期（予想） ― 12.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2021年3月期　　　　　期末配当金の内訳　普通配当8円00銭　特別配当7円00銭

　　　2022年3月期（予想） 期末配当金の内訳　普通配当8円00銭　特別配当4円00銭

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 84,000 △4.1 2,200 △25.2 2,500 △24.0 1,700 △24.5 55.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年3月期2Q 30,580,000 株 2021年3月期 30,580,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 59,138 株 2021年3月期 59,138 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 30,520,862 株 2021年3月期2Q 30,520,918 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、【添付資料】２ページ「１.　当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として

厳しい状況にあり、個人消費は弱い動きとなっているものの、雇用情勢は求人等の動きが底堅く、設備投資におい

ても持ち直しの傾向が見受けられます。また、ワクチン接種の推進等による感染対策の取り組みにより、日常生活

の回復が期待されます。

建設業界におきましては、公共投資は高水準で底堅く推移しているものの、資機材価格の高止まり、次世代を担

う後継者不足など、予断を許さない事業環境が続いております。

このような経済情勢の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、以下のとおりとなりました。

売上高は、前年同四半期比8.8％減の384億53百万円となりました。

利益につきましては、営業利益は前年同四半期比25.2％減の11億80百万円、経常利益は前年同四半期比22.1％減

の13億77百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比23.8％減の9億21百万円となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首から適用しております。詳細については、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （３）四半期連結財務諸

表に関する注記事項 （会計方針の変更）」をご参照下さい。

セグメントの業績は、次のとおりです。

① 建設事業

完成工事高は、前年同四半期比4.4％減の375億59百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は、完成

工事総利益率の改善により、前年同四半期比3.5％増の13億91百万円となりました。

② 不動産事業等

不動産事業等売上高は、開発型不動産売上の減少により、前年同四半期比68.7％減の8億94百万円となりまし

た。セグメント利益（営業利益）は、売上高の減少により、前年同四半期比38.7％減の2億69百万円となりまし

た。

（２）連結財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、販売用不動産が６億72百万円、有形固定資産が17億82百万円

増加する一方、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産が81億６百万円減少したこと等により、前連結会計年

度末に比べ5.9％減の700億59百万円となりました。

負債合計は、支払手形・工事未払金等が34億47百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ15.5％減

の269億41百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金が配当金の支払により４億57百万円減少する一方、親会社株主に帰属する四半期純利

益の計上により9億21百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1.4％増の431億17百万円となりまし

た。

これにより、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ、4.4ポイント向上し、

61.5％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年５月14日公表の業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 16,604,894 16,868,927

受取手形・完成工事未収入金等 24,720,024 －

受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 － 16,613,320

電子記録債権 95,475 139,166

有価証券 3,000,000 3,500,000

未成工事支出金 2,345,149 2,531,480

販売用不動産 149 672,955

仕掛販売用不動産 813,893 1,159,733

その他の棚卸資産 320,932 214,484

その他 517,288 382,983

流動資産合計 48,417,807 42,083,052

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,930,991 5,312,024

土地 9,061,269 9,695,346

その他（純額） 489,889 1,257,684

有形固定資産合計 14,482,150 16,265,055

無形固定資産 221,870 227,343

投資その他の資産

投資有価証券 9,821,188 9,900,849

退職給付に係る資産 849,847 875,925

その他 1,332,624 1,416,646

貸倒引当金 △700,250 △709,474

投資その他の資産合計 11,303,409 11,483,946

固定資産合計 26,007,431 27,976,346

資産合計 74,425,239 70,059,398
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 11,236,206 7,788,588

電子記録債務 4,799,218 4,201,700

未払法人税等 705,107 455,420

未成工事受入金 8,290,124 7,998,839

賞与引当金 661,734 649,102

工事損失引当金 77,900 80,500

その他の引当金 279,793 277,742

その他 1,192,551 836,842

流動負債合計 27,242,634 22,288,736

固定負債

退職給付に係る負債 3,632,372 3,539,104

その他 1,022,293 1,113,877

固定負債合計 4,654,665 4,652,981

負債合計 31,897,300 26,941,717

純資産の部

株主資本

資本金 4,000,000 4,000,000

資本剰余金 333,719 333,719

利益剰余金 35,070,018 35,540,021

自己株式 △26,768 △26,768

株主資本合計 39,376,968 39,846,972

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,522,332 3,577,318

退職給付に係る調整累計額 △371,362 △306,610

その他の包括利益累計額合計 3,150,969 3,270,708

純資産合計 42,527,938 43,117,680

負債純資産合計 74,425,239 70,059,398

　



松井建設株式会社(1810) 2022年３月期 第２四半期決算短信

5

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 42,143,883 38,453,601

売上原価 38,614,209 35,240,020

売上総利益 3,529,673 3,213,580

販売費及び一般管理費 1,950,161 2,032,581

営業利益 1,579,512 1,180,998

営業外収益

受取利息 4,307 7,084

受取配当金 161,444 160,332

その他 54,485 41,604

営業外収益合計 220,237 209,021

営業外費用

支払利息 22,916 6,554

支払手数料 4,536 4,536

その他 3,043 1,263

営業外費用合計 30,497 12,355

経常利益 1,769,252 1,377,665

税金等調整前四半期純利益 1,769,252 1,377,665

法人税、住民税及び事業税 504,200 418,900

法人税等調整額 56,237 37,454

法人税等合計 560,437 456,354

四半期純利益 1,208,815 921,310

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,208,815 921,310
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四半期連結包括利益計算書

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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 1,208,815 921,310

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 433,161 54,986

退職給付に係る調整額 93,160 64,752

その他の包括利益合計 526,322 119,738

四半期包括利益 1,735,137 1,041,049

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,735,137 1,041,049
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。工事契約等

に関して、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用していました。これを第１四半期連結会計期間より、一定の期間にわたり充足され

る履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を

一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、工事完了時に収益を認識することとしておりま

す。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によってお

ります。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収

益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われ

た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額

を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は100百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益はそれぞれ９百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は６百万円増加しておりま

す。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形・完成工事未収入金等」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形・完成工事未収入金等及び契

約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従っ

て、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

（追加情報）

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の

影響の考え方)に記載した、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありませ

ん。
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３．補足情報

（１）四半期個別受注の概要

個別受注の実績

受注高

2022年３月期第２四半期累計期間 40,129百万円 △4.9％

2021年３月期第２四半期累計期間 42,206 △3.1％

（注） ％表示は対前年同四半期増減率

（参考）個別受注実績内訳

(単位：百万円）

区 分

前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日) 比較増減

増減率
（％）

金額
構成比率
(％)

金額
構成比率
(％)

建

設

事

業

建

築

官公庁 3,679 8.7 3,635 9.0 △43 △1.2

民間 37,057 87.8 35,302 88.0 △1,755 △4.7

計 40,737 96.5 38,938 97.0 △1,799 △4.4

土

木

官公庁 151 0.4 404 1.0 252 166.3

民間 642 1.5 0 0.0 △641 △99.9

計 794 1.9 405 1.0 △388 △48.9

合
計

官公庁 3,831 9.1 4,040 10.0 208 5.5

民間 37,699 89.3 35,303 88.0 △2,396 △6.4

計 41,531 98.4 39,343 98.0 △2,187 △5.3

不動産事業等 674 1.6 786 2.0 111 16.5

合計 42,206 100.0 40,129 100.0 △2,076 △4.9

　以 上

　


