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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 2,149 2.0 177 94.6 144 56.5 53 △6.9

21年3月期第2四半期 2,106 ― 91 ― 91 ― 57 ―

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 6.00 ―

21年3月期第2四半期 6.45 ―

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 4,837 1,655 33.8 182.08
21年3月期 5,401 1,605 29.4 177.12

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,634百万円 21年3月期  1,590百万円

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 ― 3.00 3.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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 5,170 △1.0 390 △9.2 320 △18.2 150 △39.9 16.70



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） 

（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。 

(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。 

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） 22年3月期第2四半期 8,987,700株 21年3月期  8,987,700株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  8,259株 21年3月期  8,259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 8,979,441株 21年3月期第2四半期 8,983,947株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策効果などのプラス要因を背景に、持

ち直しの動きが見られるものの、企業収益は依然厳しい状況にあり、雇用情勢の悪化や世界景気の下振れ懸念などの

リスク要因が混在する状況で推移しました。 

 建設業界におきましては、企業の景気先行き不透明感は依然強く、設備投資の延期や凍結が続くなか受注競争は激

しさを増し、大変厳しい状況が続きました。  

 このような状況のもと、当社グループは新規開拓や顧客の掘り起こしなど、積極的な受注活動に努めましたが、設

備投資の低迷による影響は想像以上に大きく、当第２四半期連結累計期間の受注高は2,083百万円（前年同期比

17.8％減）となりました。一方、売上高は前期の受注残消化により2,149百万円（前年同期比2.0％増）となりまし

た。 

 利益面につきましては、さらなるコスト削減や販売費及び一般管理費の合理化を推進した結果、営業利益は177百

万円（前年同期比94.6％増）となり、経常利益は144百万円（前年同期比56.5％増）となりましたが、四半期純利益

は53百万円（前年同期比6.9％減）となりました。  

  

  

（資産・負債・資本の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売掛金の減少などにより4,837百万円となり、前連結会計年度末 

の5,401百万円から564百万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借入金の減少などにより3,182百万円となり、前連結会計年度末の3,795

百万円から613百万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がありましたが、四半期純利益の計上、評価・換算差額等の増加により

1,655百万円となり、前連結会計年度末の1,605百万円から49百万円の増加となりました。 

 これらの結果により、四半期連結会計期間末の自己資本比率は、33.8％と前連結会計年度末より4.4%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末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105百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末は510百万円となりました。 

  当第２四半期連結累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、325百万円となりました。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） 

    投資活動の結果使用した資金は、27百万円でした。これは主に有形固定資産の取得によるものです。 

   （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、195百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものです。 

  

  

 平成21年５月22日に公表いたしました業績予想から修正はしておりません。  

 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。 

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



  

 該当事項はありません。  

  

  

 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。 

  

  

  会計処理基準に関する事項の変更  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額40百万円以上かつ工期1年超の工事については工

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おりましたが、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工

事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。 

 これにより、売上高は37百万円増加し、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3百万

円減少しております。 

  

  

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）

（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



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 539,701 416,846

受取手形及び売掛金 908,053 1,633,131

仕掛品 403,396 304,840

原材料及び貯蔵品 72,306 80,207

繰延税金資産 52,265 66,044

その他 46,970 56,677

貸倒引当金 △4,980 △5,246

流動資産合計 2,017,712 2,552,502

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 487,769 499,897

機械装置及び運搬具（純額） 50,700 52,691

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 4,367 4,806

その他（純額） 40,678 48,936

有形固定資産合計 2,483,547 2,506,363

無形固定資産 163,524 156,782

投資その他の資産   

投資有価証券 34,316 33,564

繰延税金資産 13,220 24,344

その他 142,718 145,556

貸倒引当金 △17,909 △17,834

投資その他の資産合計 172,345 185,630

固定資産合計 2,819,417 2,848,776

資産合計 4,837,130 5,401,279



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 593,417 929,728

短期借入金 1,446,983 742,384

リース債務 821 730

未払法人税等 68,659 109,897

賞与引当金 61,291 62,671

受注損失引当金 － 73,473

工事損失引当金 53,314 －

その他 218,048 279,944

流動負債合計 2,442,536 2,198,830

固定負債   

長期借入金 430,720 1,295,884

リース債務 3,896 4,091

退職給付引当金 209,424 204,592

役員退職慰労引当金 95,447 91,867

その他 52 315

固定負債合計 739,542 1,596,751

負債合計 3,182,078 3,795,581

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 609,400 582,423

自己株式 △902 △902

株主資本合計 1,602,951 1,575,974

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,007 4,511

為替換算調整勘定 27,038 9,930

評価・換算差額等合計 32,045 14,442

少数株主持分 20,054 15,281

純資産合計 1,655,051 1,605,698

負債純資産合計 4,837,130 5,401,279



（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 2,106,270 2,149,338

売上原価 1,619,692 1,614,347

売上総利益 486,578 534,990

販売費及び一般管理費   

役員報酬 38,916 39,057

給料及び手当 167,413 148,889

賞与引当金繰入額 14,057 13,504

退職給付費用 12,943 8,603

役員退職慰労引当金繰入額 3,580 3,580

減価償却費 6,111 5,395

その他 152,463 138,654

販売費及び一般管理費合計 395,485 357,685

営業利益 91,092 177,304

営業外収益   

受取利息 618 726

受取配当金 386 344

保険解約返戻金 － 3,861

為替差益 30,054 －

その他 8,681 7,456

営業外収益合計 39,741 12,388

営業外費用   

支払利息 37,437 24,740

為替差損 － 19,406

その他 1,396 1,523

営業外費用合計 38,834 45,670

経常利益 91,999 144,022

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,022 242

固定資産売却益 524 －

特別利益合計 1,546 242

特別損失   

固定資産除売却損 34 244

特別損失合計 34 244

税金等調整前四半期純利益 93,511 144,019

法人税、住民税及び事業税 53,053 63,583

法人税等調整額 △12,829 29,079

法人税等合計 40,223 92,662

少数株主損失（△） △4,627 △2,558

四半期純利益 57,915 53,916



（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 93,511 144,019

減価償却費 40,328 34,187

受注損失引当金の増減額（△は減少） 78,666 △73,473

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 53,314

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,855 4,832

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,580 3,580

受取利息及び受取配当金 △1,005 △1,070

支払利息 37,437 24,740

為替差損益（△は益） △28,389 18,053

有形固定資産売却損益（△は益） △489 244

売上債権の増減額（△は増加） 655,786 740,214

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,050 △85,736

仕入債務の増減額（△は減少） △124,753 △331,400

その他 △182,757 △75,089

小計 350,720 456,416

利息及び配当金の受取額 1,086 1,019

利息の支払額 △29,234 △22,975

法人税等の支払額 △145,112 △109,382

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,460 325,078

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 △300

有形固定資産の取得による支出 △16,458 △10,439

有形固定資産の売却による収入 1,207 2,228

無形固定資産の取得による支出 － △1,159

貸付けによる支出 △30 △20

貸付金の回収による収入 15,396 406

その他 23,675 △17,858

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,890 △27,143

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 △158,507

長期借入れによる収入 11,700 200,000

長期借入金の返済による支出 △210,842 △210,206

配当金の支払額 △26,195 △26,256

その他 △271 △356

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,783 △195,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 102 2,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,331 105,503

現金及び現金同等物の期首残高 465,941 405,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 450,610 510,850



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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