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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 2,106 ― 91 ― 91 ― 56 ―

20年3月期第2四半期 2,306 1.5 180 45.4 131 78.4 72 64.0

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

21年3月期第2四半期 6.26 ―

20年3月期第2四半期 8.07 ―

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

21年3月期第2四半期 5,187 1,477 27.6 159.20
20年3月期 5,627 1,467 25.1 157.07

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,429百万円 20年3月期  1,411百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 5,180 △0.8 450 △20.0 360 △18.0 180 △26.9 20.04

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

[（注）詳細は、２ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他をご覧ください。]  

(3) 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（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もの） 

[（注）詳細は、２～３ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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20年5月23日に公表いたしました通期の連結業績予想は修正しておりませんが、１株当たり当期純利益につきましては、期中平均株式数の変動に伴い本資料
において当初の20円03銭を20円04銭に修正しております。 
 （２）上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があ
ります。 
 （３）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第2四半期  8,987,700株 20年3月期  8,987,700株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,399株 20年3月期  2,838株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,983,947株 20年3月期第2四半期  8,984,862株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国サブプライムローン問題を発端とした金融不安により株式

市場が低迷するなか、原油をはじめとする原材料価格の高騰による個人消費の低迷や企業業績の悪化など景気は後退

感を強め、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社の係わる建設業界におきましても、公共事業の減少に加え、改正建築基準法の施行に伴う着工の遅れを背景

に、低価格での受注競争が激しさを増すなか、引続く資材高騰により非常に厳しい環境が続きました。 

 このような状況のもと、第２四半期連結累計期間における当社グループの受注高は2,535百万円（前年同期比0.4％

減）となり、売上高は2,106百万円（前年同期比8.7％減）となりました。 

 損益面につきましては、売上原価、販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、原材料の高騰の影響に

よるゴンドラ部門の収益性の低下傾向に歯止めが掛からず、営業利益は91百万円（前年同期比49.6％減）、経常利益

は91百万円（前年同期比29.9％減）となり、四半期純利益は56百万円（前年同期比22.4％減）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産・負債・資本の状況） 

 当第２四半期末時点の総資産は、売掛金の減少などにより5,187百万円となり、平成20年3月期末の5,627百万円か

ら439百万円の減少となりました。 

 負債の部も、支払手形及び買掛金の減少や未払税金の納付などにより3,710百万円となり、平成20年3月期末の

4,159百万円から448百万円の減少となりました。 

 また、純資産の部は、配当金の支払いなどありましたが、四半期純利益が計上されたことなどにより1,477百万円

となり、平成20年3月期末1,467百万円から9百万円の微増となりました。 

 これらの結果により、当第２四半期末の自己資本比率は、27.6％と平成20年3月期末より若干上昇しております。 

  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べて15百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は450百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果獲得した資金は、177百万円となりました。これは主に売掛金の回収によるものです。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果獲得した資金は、22百万円になりました。これは主に、貸付金の回収及び有形固定資産の売却

  によるものです。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果使用した資金は、215百万円になりました。これは主に、配当金の支払や長期借入金の返済に 

  よるものです。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 業績は、国内外の景気や原材料価格の動向等の経営環境が先行き不透明なため、平成20年５月23日に発表致しまし

た業績予想から変更はしておりません。 

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

４．その他 

(１) 期中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） 

   該当事項はありません。 

  

(２) 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 

   貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用いております。 

  

(３) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

   ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  



   ② 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

   この結果、従来の方法によった場合と比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益が、それぞれ40,144千円減少しております。     



５．四半期連結財務諸表 
（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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 493,100 507,693

受取手形及び売掛金 982,671 1,646,936

原材料 80,952 74,701

仕掛品 525,383 301,197

繰延税金資産 87,838 74,671

その他 81,349 72,175

貸倒引当金 △3,834 △10,779

流動資産合計 2,247,461 2,666,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 541,968 560,447

機械装置及び運搬具（純額） 54,634 53,615

土地 1,900,031 1,900,031

その他（純額） 61,392 66,367

有形固定資産合計 2,558,026 2,580,460

無形固定資産 179,090 180,499

投資その他の資産   

投資有価証券 48,410 46,504

繰延税金資産 26,053 27,551

その他 148,563 139,441

貸倒引当金 △19,708 △13,877

投資その他の資産合計 203,318 199,619

固定資産合計 2,940,435 2,960,580

資産合計 5,187,897 5,627,175

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 687,396 800,799

短期借入金 764,786 770,450

未払法人税等 59,052 149,778

賞与引当金 53,815 51,657

受注損失引当金 78,666 －

その他 275,593 416,527

流動負債合計 1,919,311 2,189,212

固定負債   

長期借入金 1,488,080 1,675,940

退職給付引当金 214,471 208,615

役員退職慰労引当金 88,287 84,707

その他 629 944

固定負債合計 1,791,468 1,970,208

負債合計 3,710,780 4,159,420



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 388,663 359,957

自己株式 △653 △382

株主資本合計 1,382,462 1,354,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,629 15,235

為替換算調整勘定 30,903 41,991

評価・換算差額等合計 47,533 57,226

少数株主持分 47,121 56,501

純資産合計 1,477,117 1,467,755

負債純資産合計 5,187,897 5,627,175



（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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,106,270

売上原価 1,613,143

売上総利益 493,126

販売費及び一般管理費  

役員報酬 38,916

給料及び手当 167,413

賞与引当金繰入額 14,057

退職給付費用 12,943

役員退職慰労引当金繰入額 3,580

減価償却費 6,111

その他 159,011

販売費及び一般管理費合計 402,033

営業利益 91,092

営業外収益  

受取利息 618

受取配当金 386

為替差益 30,054

その他 8,681

営業外収益合計 39,741

営業外費用  

支払利息 37,437

その他 1,396

営業外費用合計 38,834

経常利益 91,999

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,022

固定資産売却益 524

特別利益合計 1,546

特別損失  

固定資産除売却損 34

特別損失合計 34

税金等調整前四半期純利益 93,511

法人税、住民税及び事業税 53,053

法人税等調整額 △11,173

法人税等合計 41,880

少数株主損失（△） △4,627

四半期純利益 56,259



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 93,511

減価償却費 40,328

受注損失引当金の増減額（△は減少） 78,666

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,855

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,580

受取利息及び受取配当金 △1,005

支払利息 37,437

為替差損益（△は益） △28,389

有形固定資産売却損益（△は益） △489

売上債権の増減額（△は増加） 655,786

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,050

仕入債務の増減額（△は減少） △124,753

その他 △182,757

小計 350,720

利息及び配当金の受取額 1,086

利息の支払額 △29,234

法人税等の支払額 △145,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,460

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △900

有形固定資産の取得による支出 △16,458

有形固定資産の売却による収入 1,207

貸付けによる支出 △30

貸付金の回収による収入 15,396

その他 23,675

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,890

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） 9,826

長期借入れによる収入 11,700

長期借入金の返済による支出 △210,842

配当金の支払額 △26,195

その他 △271

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,783

現金及び現金同等物に係る換算差額 102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,331

現金及び現金同等物の期首残高 465,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 450,610



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）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。 

  



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        2,306,584  100.0

Ⅱ 売上原価        1,737,164  75.3

売上総利益        569,420  24.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費        388,502  16.9

営業利益        180,917  7.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  279            

２．受取配当金  345            

３．為替差益  34            

４．その他  4,102  4,762  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  53,352            

２．その他  1,159  54,512  2.3

経常利益        131,167  5.7

税金等調整前中間純利益        131,167  5.7

法人税、住民税及び事業税  60,730            

法人税等調整額  1,018  61,749  2.7

少数株主利益又は少数株主
損失（△）       △3,099 △0.1

中間純利益        72,518  3.1

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  131,167

 減価償却費  43,754

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,283

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  2,980

 受取利息及び受取配当金 △624

 支払利息  53,352

 売上債権の増減額（△は減少）  400,853

 たな卸資産の増減額（△は減少） △147,814

 仕入債務の減少額 △62,447

 その他 △18,069

小計  385,869

 利息及び配当金の受取額  613

 利息の支払額 △51,512

 法人税等の支払額 △161,829

営業活動によるキャッシュ・フロー  173,141

Ⅱ 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）  500

 有形固定資産の取得による支出 △12,146

 その他 △472

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,118

Ⅲ 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） △37,913

 長期借入れによる収入  350,000

 長期借入金の返済による支出 △173,704

財務活動によるキャッシュ・フロー  138,382

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  9,351

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  308,757

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  385,759

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  694,516
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