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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 12,656 ― 11 ― 328 ― 123 ―
20年3月期第2四半期 12,970 26.3 △147 ― 53 △57.5 △236 ―

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 5.37 ―
20年3月期第2四半期 △10.30 ―

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 44,133 29,766 67.4 1,297.45
20年3月期 44,881 30,085 67.0 1,310.53

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  29,766百万円 20年3月期  30,085百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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  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 35,000 1.7 750 152.4 1,050 90.9 550 ― 23.97

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、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。］  

(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、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） 

※ 業績予想に適切な利用に関する説明、その他記事項 
・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。 
・本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により異なる結果となることがあります。  

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  23,805,000株 20年3月期  23,805,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  862,943株 20年3月期  848,113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  22,949,148株 20年3月期第2四半期  22,974,879株
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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、原油価格の高騰による素材価格等への影響が大き

く、企業の収益環境は減少基調となり、また、サブプライムローン問題による米国経済の減速は欧州など

へ波及し、世界的な株式・為替市場などの金融不安は一層強まり、景気の動向は不透明なまま推移いたし

ました。 

 このような経営環境のもと、当社および当社グループは提案型営業活動の展開などを積極的に推進し、

安定受注の確保や施工効率の向上などに注力してまいりました。 

 このような結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高は213億56百万円、売上高は126億56百万

円、営業利益は11百万円、経常利益は３億28百万円となり、四半期純利益は株式市場の低迷を受け、投資

有価証券評価損を計上したことにより１億23百万円となりました。 

  

（資産、負債および純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億47百万円減少し、441億33

百万円となりました。主な要因は、売上債権の回収等により、受取手形・完成工事未収入金等が52億35百

万円の減少となりましたが、現金預金が17億５百万円増加し、未成工事支出金が29億69百万円増加したこ

となどによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億28百万円減少し、143億67百万円となりました。主な要因

は、未成工事受入金が22億52百万円増加しましたが、支払手形・工事未払金等が17億76百万円減少し、短

期借入金が６億17百万円減少したことなどによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億19百万円減少し、297億66百万円となりました。主な要因

は、配当金の支払い等による利益剰余金が１億75百万円減少し、その他有価証券評価差額金が１億74百万

円減少したことなどによるものです。 

  

今後の見通しといたしましては、円高基調による輸出の減少が予想され、加えて、金融不安の拡がりに

よる株式・為替市場の低迷や企業収益の悪化が拡大し、国内景気の動向は弱含みで推移するものと懸念さ

れます。 

 建設業界におきましても、公共工事は国や地方の予算抑制により低調に推移すると見込まれ、民間工事

においても企業収益の動向により、設備投資の動きは弱含んでくるものと思われます。 

 このような状況を踏まえ、通期の業績予想といたしましては、売上高350億円、営業利益７億50百万

円、経常利益10億50百万円、当期純利益５億50百万円を見込んでおります。 

  

【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

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。 

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

②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想

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。 

  

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当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

18年７月５日 企業会計基準第９号)を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③当第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年

６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指

針第16号)を早期に適用し、リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零として算定する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に23百万円計上されてお

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

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)

(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

(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
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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 

現金預金 8,306,208 6,600,409 

受取手形・完成工事未収入金等 9,296,731 14,532,026 

有価証券 2,397,337 1,898,320 

未成工事支出金 8,681,443 5,711,751 

その他 1,399,300 1,614,970 

貸倒引当金 △44,462 △151,465 

流動資産合計 30,036,557 30,206,012 

固定資産 

有形固定資産 

土地 3,772,432 3,772,258 

その他（純額） 2,018,119 2,069,778 

有形固定資産合計 5,790,551 5,842,036 

無形固定資産 122,381 141,360 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,601,179 3,998,604 

投資不動産（純額） 3,702,225 3,711,637 

その他 1,401,480 1,502,690 

貸倒引当金 △521,000 △521,000 

投資その他の資産合計 8,183,885 8,691,933 

固定資産合計 14,096,818 14,675,329 

資産合計 44,133,375 44,881,342 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 7,024,944 8,801,714 

短期借入金 438,740 1,056,488 

未払法人税等 208,182 15,976 

未成工事受入金 5,364,357 3,111,692 

引当金 33,000 33,000 

その他 541,405 869,037 

流動負債合計 13,610,629 13,887,909 

固定負債 

役員退職慰労引当金 245,628 276,785 

その他 510,944 630,874 

固定負債合計 756,573 907,660 

負債合計 14,367,203 14,795,569 
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（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 1,190,250 1,190,250 

資本剰余金 2,007,002 2,007,069 

利益剰余金 26,569,889 26,745,430 

自己株式 △516,842 △511,285 

株主資本合計 29,250,298 29,431,464 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 475,916 650,600 

為替換算調整勘定 39,957 3,707 

評価・換算差額等合計 515,873 654,307 

純資産合計 29,766,172 30,085,772 

負債純資産合計 44,133,375 44,881,342 
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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） 

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 12,656,815 

売上原価 11,155,964 

売上総利益 1,500,851 

販売費及び一般管理費 1,489,167 

営業利益 11,684 

営業外収益 

受取利息 15,719 

受取配当金 37,493 

受取地代家賃 222,150 

為替差益 30,804 

持分法による投資利益 42,986 

その他 62,268 

営業外収益合計 411,422 

営業外費用 

支払利息 11,098 

不動産賃貸費用 50,392 

その他 33,134 

営業外費用合計 94,626 

経常利益 328,480 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 107,000 

その他 8,464 

特別利益合計 115,464 

特別損失 

投資有価証券評価損 113,087 

その他 886 

特別損失合計 113,973 

税金等調整前四半期純利益 329,971 

法人税等 206,752 

四半期純利益 123,218 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

1.前四半期に係る財務諸表 

(要約)前中間連結損益計算書 

                        (単位:千円) 

 
  

  

(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

「参考資料」

科  目

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)

金額

Ⅰ 売上高

    完成工事高 12,970,542

Ⅱ 売上原価

    完成工事原価 11,666,676

   売上総利益

    完成工事総利益 1,303,866

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,450,969

   営業損失(△) △147,103

Ⅳ 営業外収益 363,897

Ⅴ 営業外費用 163,144

   経常利益 53,649

Ⅵ 特別利益 32,078

Ⅶ 特別損失 261,070

   税金等調整前中間純損失(△) △175,343

   税金費用 61,230

   中間純損失(△) △236,574
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 (1) 連結受注実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

  

 (2) 連結売上実績 

                                     (単位：千円、％) 

6. 平成21年３月期第２四半期累計期間の受注及び販売の実績

区分

当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)

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年4月1日

 至 平成19年9月30日)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 17,276,825 80.9 13,874,744 79.6 3,402,080 24.5

電力工事 2,884,037 13.5 2,225,341 12.8 658,696 29.6

空調給排水工事 834,593 3.9 803,372 4.6 31,221 3.9

機器製作 361,108 1.7 519,442 3.0 △ 158,334 △ 30.5

合計 21,356,564 100.0 17,422,901 100.0 3,933,663 22.6

区分

当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)

前年同四半期連結累計期間

(自 平成19年4月1日

 至 平成19年9月30日)

増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 9,370,350 74.0 9,728,249 75.0 △ 357,899 △ 3.7

電力工事 1,998,348 15.8 2,177,719 16.8 △ 179,371 △ 8.2

空調給排水工事 1,008,552 8.0 735,963 5.7 272,588 37.0

機器製作 279,564 2.2 328,609 2.5 △ 49,044 △ 14.9

合計 12,656,815 100.0 12,970,542 100.0 △ 313,726 △ 2.4
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