
 
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月29日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社 丸誠 上場取引所 JQ 
コード番号 2434 URL http://www.marusei.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 渋谷 正道
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 高橋 幸男 TEL 03-3357-4545
四半期報告書提出予定日 平成21年11月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 5,717 △4.6 184 2.0 227 9.9 130 1.2
21年3月期第2四半期 5,994 ― 180 ― 207 ― 129 ―

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

22年3月期第2四半期 23.91 ―
21年3月期第2四半期 23.37 ―

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

22年3月期第2四半期 6,287 4,745 75.5 866.48
21年3月期 6,246 4,701 75.3 858.55

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  4,745百万円 21年3月期  4,701百万円

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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 18.00 18.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 11,948 △0.4 392 △10.0 444 △10.9 244 △19.6 44.17
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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、４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） 

(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 
・上記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。実際の実績等は、業績 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
・業績予想の前提となる条件等については、３ページ【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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 5,540,000株 21年3月期 5,540,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 63,319株 21年3月期 63,319株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 5,476,681株 21年3月期第2四半期 5,539,922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、昨年来の先行きが不透明な経済環境の中、依然とし
て厳しい状況が続いており、危機的状況を脱したとは言え、企業収益の減少傾向は顕著となっておりま
す。  
 このような情勢の下、当社グループの売上高は、契約料金の減額や工事の減少により5,717百万円（前
年同四半期比4.6％減）となりました。  
 利益面につきましては、売上高の減少に対応する材料費、外注費、経費等の売上原価の引下げを進め、
営業利益では184百万円（前年同四半期比2.0％増）、経常利益では227百万円（前年同四半期比9.9％
増）、四半期純利益では130百万円（前年同四半期比1.2％増）となりました。  
  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は6,287百万円となり、前連結会計年度末比41百万円の増加と
なりました。この内、流動資産は4,219百万円と前連結会計年度末比547百万円減少し、固定資産は2,067
百万円と前連結会計年度末比588百万円の増加となりました。流動資産の減少は、主として現金及び預金
が472百万円、受取手形及び売掛金が87百万円減少したことによるものであります。また、固定資産の増
加は、主として投資有価証券が464百万円、無形固定資産が122百万円増加したことによるものでありま
す。  
 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,542百万円となり、前連結会計年度末比２百万円の減少と
なりました。この内、流動負債は1,229百万円と前連結会計年度末比36百万円増加し、固定負債は312百万
円と前連結会計年度末比39百万円の減少となりました。流動負債の増加は、主として支払手形及び買掛金
が30百万円減少したものの、その他流動負債が72百万円増加したことによるものであります。また、固定
負債の減少は、主として退職給付引当金が32百万円、役員退職慰労引当金が６百万円減少したことによる
ものであります。  
 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は4,745百万円となり、前連結会計年度末比43百万円の増加
となりました。これは、主として利益剰余金が32百万円、その他有価証券評価差額金が８百万円増加した
ことによるものであります。  
  
  

現時点では、当初見込んでいる以外の業績変動は想定されず、平成21年5月14日発表の業績予想に変更
はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には、適時開示してまいります。 
  

・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。 
  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

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。 
  

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概
算額で計上する方法によっております。 
  

法人税等の納付税額の算定に関しては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適
用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定する方法に
よっております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
 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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

２．棚卸資産の評価方法

３．固定資産の減価償却費の算定方法

４．経過勘定項目の算定方法

５．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

(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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,698,897 3,171,491 

受取手形及び売掛金 1,260,194 1,347,384 

商品及び製品 165 188 

仕掛品 24,949 3,177 

原材料及び貯蔵品 3,834 3,673 

その他 244,661 254,245 

貸倒引当金 △12,849 △13,221 

流動資産合計 4,219,853 4,766,937 

固定資産   

有形固定資産 366,496 369,116 

無形固定資産 148,820 26,416 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,106,674 641,892 

その他 446,728 443,259 

貸倒引当金 △980 △1,139 

投資その他の資産合計 1,552,422 1,084,013 

固定資産合計 2,067,740 1,479,546 

資産合計 6,287,593 6,246,483 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 372,268 402,403 

未払法人税等 102,932 98,929 

賞与引当金 338,808 347,921 

その他 415,242 343,050 

流動負債合計 1,229,251 1,192,305 

固定負債   

退職給付引当金 257,520 289,835 

役員退職慰労引当金 54,378 61,301 

その他 1,014 1,059 

固定負債合計 312,912 352,195 

負債合計 1,542,164 1,544,500 

純資産の部   

株主資本   

資本金 419,000 419,000 

資本剰余金 232,000 232,000 

利益剰余金 4,176,770 4,144,381 

自己株式 △27,714 △27,714 

株主資本合計 4,800,055 4,767,666 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,102 △59,742 

為替換算調整勘定 △3,524 △5,940 

評価・換算差額等合計 △54,626 △65,683 

純資産合計 4,745,429 4,701,983 

負債純資産合計 6,287,593 6,246,483 

株式会社丸誠(2434)　平成22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】 
【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 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 5,994,470 5,717,842 

売上原価 5,185,916 4,909,185 

売上総利益 808,553 808,657 

販売費及び一般管理費 627,694 624,111 

営業利益 180,858 184,546 

営業外収益   

受取利息 6,662 29,402 

受取配当金 3,144 2,637 

持分法による投資利益 6,899 3,082 

保険解約返戻金 9,826 － 

その他 5,872 9,778 

営業外収益合計 32,405 44,900 

営業外費用   

支払利息 888 347 

固定資産除却損 4,281 924 

その他 691 235 

営業外費用合計 5,861 1,507 

経常利益 207,402 227,939 

特別利益   

投資有価証券売却益 1,197 － 

特別利益合計 1,197 － 

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 1,700 

特別損失合計 － 1,700 

税金等調整前四半期純利益 208,600 226,239 

法人税等 79,137 95,270 

四半期純利益 129,463 130,969 
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,063,277 2,947,278 

売上原価 2,645,794 2,518,274 

売上総利益 417,483 429,003 

販売費及び一般管理費 322,019 300,252 

営業利益 95,463 128,751 

営業外収益   

受取利息 5,706 15,924 

持分法による投資利益 4,552 2,828 

保険解約返戻金 9,819 － 

その他 2,693 6,516 

営業外収益合計 22,771 25,268 

営業外費用   

支払利息 233 100 

固定資産除却損 3,413 － 

その他 325 151 

営業外費用合計 3,972 252 

経常利益 114,262 153,768 

特別利益   

投資有価証券売却益 1,197 － 

特別利益合計 1,197 － 

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 － 1,700 

特別損失合計 － 1,700 

税金等調整前四半期純利益 115,460 152,068 

法人税等 43,390 63,484 

四半期純利益 72,070 88,583 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第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) 

当第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) 

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 208,600 226,239 

減価償却費 23,260 19,820 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,315 △372 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,371 △9,113 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,524 △32,314 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,475 △6,922 

受取利息及び受取配当金 △9,807 △32,039 

支払利息 888 347 

ゴルフ会員権評価損 － 1,700 

投資有価証券売却損益（△は益） △1,197 － 

持分法による投資損益（△は益） △6,899 △3,082 

売上債権の増減額（△は増加） △36,005 87,190 

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,766 △21,911 

仕入債務の増減額（△は減少） △50,693 △30,135 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,225 △160 

その他 △17,814 2,133 

小計 93,818 201,379 

利息及び配当金の受取額 9,428 29,598 

利息の支払額 △888 △347 

法人税等の支払額 △92,495 △91,488 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,862 139,141 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300,000 － 

定期預金の払戻による収入 － 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △17,887 △10,426 

無形固定資産の取得による支出 △450 △49,452 

投資有価証券の取得による支出 △1,999 △440,677 

投資有価証券の償還による収入 300,000 － 

投資有価証券の売却による収入 101,511 － 

差入保証金の差入による支出 △9,032 △21 

差入保証金の回収による収入 6,053 182 

その他 △6,996 △12,631 

投資活動によるキャッシュ・フロー 71,200 △213,026 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 140,000 80,000 

短期借入金の返済による支出 △140,000 △80,000 

自己株式の取得による支出 △21 － 

配当金の支払額 △98,904 △98,709 

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,926 △98,709 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,862 △172,594 

現金及び現金同等物の期首残高 2,939,111 2,871,491 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,921,248 2,698,897 
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第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）
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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

当第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）
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当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
  

  

6. その他の情報

(1) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

設備エンジニアリング事業 4,346,155 △4.6

環境エンジニアリング事業 616,912 △4.5

マネジメント＆サービス事業 754,774 △5.1

合計 5,717,842 △4.6

相手先

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

(同)西友 619,750 10.3 612,394 10.7

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

前第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)

当第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)

 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年９月30日現在)

現金及び預金 3,221,248千円

預入期間が３か月超の定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 2,921,248千円
  

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年９月30日現在)

現金及び預金 2,698,897千円

預入期間が３か月超の定期預金 ─千円

現金及び現金同等物 2,698,897千円
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