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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 3,139 ― 343 ― 373 ― 184 ―
20年3月期第2四半期 1,892 △28.5 72 ― 47 ― 4 △97.6

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 4.89 ―
20年3月期第2四半期 0.12 ―

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 23,513 7,109 30.2 188.07
20年3月期 21,901 7,152 32.7 189.21

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,109百万円 20年3月期  7,152百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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 11,500 30.9 850 △13.2 790 △7.8 470 △15.8 12.43

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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  無  

(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．その他をご覧下さい。  

(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.当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判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に
より、上記数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページの【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
2.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。  

新規 1 社 （社名 アイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッド ） 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） 21年3月期第2四半期  37,840,000株 20年3月期  37,840,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  36,672株 20年3月期  35,108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  37,803,892株 20年3月期第2四半期  37,807,255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２四半期累計期間においては、原油、原材料価格の高騰や米国経済の減速、円高等の影響により、企業収益が

減少し、民間設備投資や個人消費に停滞感が強まるなど、わが国経済を取り巻く環境が一段と厳しさを増しておりま

す。

　このような情勢の下で、当社グループは、平成18年４月にスタートした三ヵ年経営計画の最終年度として、目標

の完遂を目指してグループ一丸となって諸施策に取り組んでまいりました。この結果、売上高、営業利益、経常利

益及び四半期純利益とも予想を上回ることができました。

　鉄構事業は、当社グループの主要顧客先である石油、電力、ガス業界及び重化学工業界における設備投資が景気後

退懸念から減速感が見られ、国内においては一段と受注競争が激化するなか、全力で受注の確保に努めました。また、

海外では東南アジアを中心に積極的な営業活動を展開いたしました。その結果、受注高は、90億97百万円となりまし

た。売上高につきましては、工事の完工時期が第４四半期に集中する傾向もあって、22億71百万円と低水準の結果と

なりました。

　不動産事業は、安定賃貸収入に支えられて順調に推移し、ガス事業も各種ガス類の出荷量が堅調に推移するなど、

予定通りの業績となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

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16億11百万円増加し、235億13百万円となりま

した。主な増加要因は、工事完工時期の第４四半期集中傾向等による仕掛品の増加などによるものであります。

　負債合計は、前連結会計期間末に比べ16億54百万円増加し、164億３百万円となりました。主な増加要因は、前受

金の増加などによるものであります。

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、71億９百万円となりました。主な内訳は、四半期純利益

（累計）１億84百万円、配当金の支払１億89百万円及びその他有価証券評価差額金の減少48百万円などでありま

す。

　自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.5ポイント減少し、30.2％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　鉄構事業は、国内では依然として熾烈な受注競争が続くものと予想されますが、海外では東南アジアで工事が完工

する予定であり売上の増加が見込まれます。一方、原価面では原材料の高騰や工事費の上昇等によるコストアップが

予想されます。

　不動産事業の業績は、安定賃貸収入により堅調に推移するものと予想されます。

　業績予想（平成20年８月８日発表）に変更はありません。



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）

第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度まで非連結子会社でありましたアイアイダブリュー・タイ・カ

ンパニー・リミテッドを重要性が増したため、連結の範囲に含めております。　

（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

該当事項はありません。

（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

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  製品及び原材料については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、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、移動平均法による原価法（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。

これによる営業利益、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  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

これによる営業利益、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。



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 1,700,380 1,489,517 

受取手形及び売掛金（純額） 2,823,526 3,185,673 

有価証券 1,149 1,115 

製品 337 48 

原材料 12,338 12,793 

仕掛品 6,369,319 4,136,480 

未収消費税等 － 228,984 

その他 174,894 165,508 

流動資産合計 11,081,947 9,220,122 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,845,804 7,975,784 

その他（純額） 2,031,764 2,028,500 

有形固定資産合計 9,877,569 10,004,285 

無形固定資産 19,585 19,390 

投資その他の資産 2,534,093 2,657,653 

固定資産合計 12,431,248 12,681,328 

資産合計 23,513,195 21,901,450 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,389,231 2,595,412 

短期借入金 2,416,580 2,217,616 

1年内返済予定の長期借入金 250,000 250,000 

未払法人税等 208,519 74,635 

前受金 3,052,224 1,278,476 

引当金 123,092 89,795 

その他 106,381 119,050 

流動負債合計 8,546,028 6,624,986 

固定負債   

長期借入金 1,687,500 1,812,500 

繰延税金負債 1,148,032 1,187,734 

退職給付引当金 663,576 706,731 

役員退職慰労引当金 184,310 178,310 

仕掛工事損失引当金 264,261 264,261 

長期預り保証金 3,901,770 3,973,953 

その他 7,958 － 

固定負債合計 7,857,409 8,123,490 

負債合計 16,403,437 14,748,477 



（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 1,892,000 1,892,000 

資本剰余金 1,390,995 1,390,995 

利益剰余金 3,352,804 3,364,427 

自己株式 △7,515 △7,234 

株主資本合計 6,628,285 6,640,189 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 465,215 513,275 

為替換算調整勘定 6,391 △491 

評価・換算差額等合計 471,607 512,784 

少数株主持分 9,866 － 

純資産合計 7,109,758 7,152,973 

負債純資産合計 23,513,195 21,901,450 



（2）四半期連結損益計算書 
（第1四半期連結累計期間） 

（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 3,139,537 

売上原価 2,295,314 

売上総利益 844,223 

販売費及び一般管理費 500,501 

営業利益 343,722 

営業外収益  

受取利息及び配当金 29,155 

為替差益 38,487 

その他 28,287 

営業外収益合計 95,930 

営業外費用  

支払利息 52,506 

支払手数料 13,035 

その他 604 

営業外費用合計 66,147 

経常利益 373,505 

特別利益  

投資有価証券売却益 47,364 

特別利益合計 47,364 

特別損失  

固定資産除却損 5,048 

投資有価証券売却損 26,016 

特別損失合計 31,064 

税金等調整前四半期純利益 389,805 

法人税、住民税及び事業税 220,088 

法人税等調整額 △15,060 

法人税等合計 205,027 

四半期純利益 184,777 



（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 389,805 

減価償却費 150,566 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,198 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,154 

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,866 

その他の引当金の増減額（△は減少） 20,431 

受取利息及び受取配当金 △29,155 

支払利息 52,506 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △21,348 

売上債権の増減額（△は増加） 356,637 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,231,646 

仕入債務の増減額（△は減少） △209,366 

前受金の増減額（△は減少） 1,772,352 

その他 95,933 

小計 331,625 

利息及び配当金の受取額 29,155 

利息の支払額 △52,506 

法人税等の支払額 △78,783 

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,490 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △25,704 

投資有価証券の取得による支出 △102,443 

投資有価証券の売却による収入 162,698 

その他 △12,845 

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,704 

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） 197,670 

長期借入金の返済による支出 △125,000 

配当金の支払額 △189,024 

その他 9,478 

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,875 

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,196 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,515 

現金及び現金同等物の期首残高 1,490,633 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 28,381 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,701,530 



　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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

 
鉄構事業
（千円）

不動産事業
（千円）

ガス事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高 2,271,417 653,948 214,171 3,139,537 ― 3,139,537

営業損益（△は損失） △75,635 423,549 △7,602 340,311 3,410 343,722

〔所在地別セグメント情報〕

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）

本邦以外の売上高がないため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

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）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）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  1,892,023 100.0

Ⅱ　売上原価  1,341,424 70.9

売上総利益  550,598 29.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  477,656 25.2

営業利益  72,942 3.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息・配当金 25,899   

２．その他 19,418 45,318 2.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 45,514   

２．その他 24,783 70,297 3.7

経常利益  47,963 2.5

Ⅵ　特別利益  ―  

Ⅶ　特別損失  ―  

税金等調整前中間純利益  47,963 2.5

法人税、住民税及び事業税 15,394   

法人税等調整額 27,879 43,274 2.3

中間純利益  4,688 0.2



（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 47,963

減価償却費 143,591

貸倒引当金の増減額 △684

引当金の増減額 8,359

退職給付引当金の増減額 5,250

役員退職慰労引当金の
増減額

△28,030

受取利息及び受取配当金　 △25,899

支払利息 45,514

売上債権の増減額 1,447,653

たな卸資産の増減額 △3,660,664

仕入債務の増減額 1,452,994

前受金の増減額 643,996

未払金の増減額 801

その他　 △214,249

小計 △133,402

利息及び配当金の受取額 25,899

利息の支払額 △45,514

法人税等の支払額 △187,672

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△340,690



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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

有形固定資産の取得による
支出

△16,819

投資有価証券の取得による
支出

△10,184

投資有価証券の売却による
収入

2,398

その他の投資による支出 △9,763

その他 252

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△34,116

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 200,000

長期借入金の返済による支
出

△125,000

配当金の支払 △189,043

その他 △11,422

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△125,465

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△5,465

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △505,737

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,247,806

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

1,742,069



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

鉄構事業
（千円）

不動産事業
（千円）

ガス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 930,356 652,890 308,776 1,892,023 － 1,892,023

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 930,356 652,890 308,776 1,892,023 － 1,892,023

営業費用 1,227,910 260,196 331,473 1,819,580 (499) 1,819,081

営業利益 △297,554 392,694 △22,697 72,442 499 72,942
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