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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 25,782 △10.8 344 △76.4 228 △83.9 91 △89.0

21年3月期第2四半期 28,914 ― 1,455 ― 1,413 ― 837 ―

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 3.15 ―

21年3月期第2四半期 28.78 ―

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 40,059 16,513 41.1 566.43
21年3月期 44,070 16,784 38.0 575.44

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,470百万円 21年3月期  16,733百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 13.00 13.00

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 65,500 △0.4 3,600 △21.9 3,600 △22.8 2,100 △23.0 72.22
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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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、３ページ【定性的情報・財務諸表】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 29,172,000株 21年3月期  29,172,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  94,871株 21年3月期  92,760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 29,077,654株 21年3月期第2四半期 29,115,789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、海外経済の改善などを背景に、景気の持ち直しが期
待されるところでありますが、企業収益は大幅な減少を続けており、雇用情勢の悪化など依然として厳し
い状況で推移いたしました。 
防災・情報通信業界におきましては、民間設備投資や住宅建設が引続き減少しており、極めて厳しい状

況で推移いたしました。 
このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりましたが、建設市場

の減少に加え、価格競争の激化など環境悪化の影響は予想以上に大きく、受注高は32,427百万円(前年同
四半期比18.8％減)、売上高は25,782百万円(同10.8％減)といずれも前年同四半期を下回る結果となりま
した。 
利益につきましては、経費の削減等に努めてまいりましたが、売上高の減少に加え低価格化による原価

率の悪化などにより、営業利益は344百万円(同76.4％減)、経常利益は228百万円(同83.9％減)、四半期純
利益は91百万円(同89.0％減)といずれも前年同四半期を大幅に下回る結果となりました。 
なお、当社グループの属する建設事業の特性として、例年上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が

大きく、特に第４四半期に売上高が集中するという季節的要因があることから、当第２四半期連結累計期
間の売上高が通期の売上高に占める割合は低くなっております。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ4,010百万円減
少し、40,059百万円となっております。これは主に、現金及び預金や未成工事支出金が増加したものの、
受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものであります。 
負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ3,739百万円減少し、23,546百万円となっ

ております。これは主に、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したこと等によるものであります。
また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ270百万円減少し、16,513百万円

となっております。これは主に、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 
  

当第２四半期連結累計期間は、民間設備投資や住宅建設が引き続き減少しており、極めて厳しい状況で
推移いたしました。 
通期の業績予想につきましても今後の景気の先行きは不透明であり、当社グループを取り巻く経営環境

を予測することが困難であるため、業績の推移をいましばらく見極め、必要に応じて業績予想の見直しを
行う予定であります。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
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。 
  

②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。 
  

③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。 
  

【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

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
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・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、第１四
半期連結会計期間より「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)お
よび「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、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、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の売上高は204百万円、
売上総利益、営業利益および経常利益は59百万円、税金等調整前四半期純利益は58百万円それぞれ
増加しております。 

  
  

(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 4,426,088 3,633,351

受取手形及び売掛金 11,319,014 16,924,350

製品 2,646,193 3,139,612

仕掛品 540,200 446,113

原材料 2,032,255 2,143,742

未成工事支出金 5,725,768 4,398,638

その他 1,712,950 1,951,730

貸倒引当金 △96,924 △112,857

流動資産合計 28,305,547 32,524,681

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,057,346 4,054,891

その他（純額） 3,068,840 3,058,499

有形固定資産合計 7,126,187 7,113,391

無形固定資産 431,429 164,996

投資その他の資産   

その他 4,520,816 4,613,027

貸倒引当金 △324,650 △346,053

投資その他の資産合計 4,196,165 4,266,974

固定資産合計 11,753,782 11,545,362

資産合計 40,059,329 44,070,044

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,275,235 9,252,307

短期借入金 143,230 317,961

1年内償還予定の社債 2,000,000 2,000,000

未払法人税等 134,538 1,145,298

役員賞与引当金 － 65,300

その他 7,377,559 7,751,716

流動負債合計 16,930,563 20,532,583

固定負債   

退職給付引当金 5,349,451 5,302,680

役員退職慰労引当金 16,745 18,153

負ののれん 7,913 9,686

その他 1,241,538 1,422,924

固定負債合計 6,615,649 6,753,444

負債合計 23,546,213 27,286,028
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 11,510,715 11,796,928

自己株式 △49,490 △48,326

株主資本合計 17,987,932 18,275,308

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,491 △44,831

土地再評価差額金 △834,785 △834,785

為替換算調整勘定 △695,380 △662,096

評価・換算差額等合計 △1,517,674 △1,541,713

少数株主持分 42,858 50,419

純資産合計 16,513,116 16,784,015

負債純資産合計 40,059,329 44,070,044
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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）

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 28,914,393 25,782,723

売上原価 19,209,426 17,740,958

売上総利益 9,704,966 8,041,765

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,997,988 2,947,817

その他 5,251,601 4,749,879

販売費及び一般管理費合計 8,249,590 7,697,697

営業利益 1,455,376 344,068

営業外収益   

受取利息 7,916 1,706

受取配当金 13,094 11,085

負ののれん償却額 2,338 1,772

その他 47,359 31,289

営業外収益合計 70,709 45,853

営業外費用   

支払利息 15,920 13,615

持分法による投資損失 2,241 7,413

売上割引 17,359 17,329

手形売却損 36,533 24,062

支払手数料 － 49,130

その他 40,698 50,293

営業外費用合計 112,753 161,843

経常利益 1,413,332 228,078

特別利益   

貸倒引当金戻入額 23,822 31,616

有形固定資産売却益 753 －

投資有価証券売却益 60 －

特別利益合計 24,636 31,616

特別損失   

有形固定資産売却損 1 88

有形固定資産除却損 6,465 2,885

投資有価証券評価損 － 10,466

特別損失合計 6,467 13,440

税金等調整前四半期純利益 1,431,501 246,254

法人税、住民税及び事業税 786,275 129,318

法人税等調整額 △193,225 29,381

法人税等合計 593,050 158,699

少数株主利益又は少数株主損失（△） 465 △4,262

四半期純利益 837,985 91,817
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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) 
該当事項はありません。 

  

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) 
該当事項はありません。 

  

(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
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