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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 5,404 1.4 694 29.1 916 42.8 447 △15.8

21年3月期第2四半期 5,328 ― 537 ― 642 ― 531 ―

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 23.26 ―

21年3月期第2四半期 27.63 ―

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 27,074 23,981 82.2 1,157.34
21年3月期 26,746 23,383 81.2 1,129.51

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  22,257百万円 21年3月期  21,726百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

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  有  
1株当たり（予想）当期純利益は、平成21年10月1日に取得した自己株式（3,000,000株）を考慮した期中平均株式数に基づき算定しております。  

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 13,200 11.5 1,100 △20.6 1,400 △10.7 640 10.0 36.09



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」をご覧下さい。 

(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 

本資料に記載した予想数値は、現時点において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。
なお、上半期実績を反映し平成21年5月15日に公表いたしました平成22年3月期連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年1
1月12日）公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 19,332,057株 21年3月期  19,332,057株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  100,126株 21年3月期  97,066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 19,232,433株 21年3月期第2四半期 19,239,403株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の底入れ感が見られるものの、景気回復
の進行や持続力については依然不透明感が強い状況で推移いたしました。 
このような環境の中、当社グループは受注時点での採算重視の徹底、高い生産性・効率性の追求による

採算の改善等、業績の向上に懸命の努力を注いでまいりました。 
その結果、売上高は5,404百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益は694百万円（同29.1％増）、経常

利益は、916百万円（同42.8％増）となりました。主な事業の部門別では、修理保守部門において改修工
事等が好調裡に推移したことや、舞台機構部門において生産性・効率性の追求により採算の改善が図れた
こと等により堅調な結果となりました。尤も四半期純利益については、前年に固定資産売却益等の計上が
あった影響から、447百万円（同15.8％減）と前年同期を下回る結果となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 
資産の部では、流動資産は、前連結会計年度末に比べ229百万円増加し14,743百万円となりました。こ

れは主に現金及び預金の増加2,399百万円や受取手形及び売掛金の減少1,108百万円及び有価証券の減少
1,096百万円によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ97百万円増加いたしました。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ327百万円増加し27,074百万円となりました。 
負債の部では、前連結会計年度末に比べ270百万円減少し3,093百万円となりました。これは主に前受金

の減少283百万円によるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ597百万円増加し23,981百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加312百万円、その他有価証券評価差額金の増加220百万円によるものであります。 
（2）キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）という。）の残高は、前連

結会計年度末と比べ3,399百万円増加し9,129百万円となりました。 
 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） 
営業活動により得られた資金は1,906百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益933百万

円や売掛債権の回収による収入1,108百万円によるものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果得られた資金は、1,669百万円となりました、これは主に定期預金の払戻しによる収入

1,000百万円（純額）、債券等の売却による収入688百万円（純額）によるものであります。 
（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、176百万円となりました。これは主に配当金の支払によるものであり

ます。 

  

今後のわが国経済は、引続き不透明感が強いまま推移するものと予想されますが、現時点における通期の
連結業績の見通しにつきましては、第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況や今後の業績予想の見
直しを行い、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月期連結業績予想を修正いたしております。

  
  

該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 
  当第２四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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。 
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税金費用の計算 

  当連結会計期間末の税金等調整前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 
 り税金等調整前純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
④原価差異の繰延処理 

  操業度の季節的な変動に起因した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消 
 が見込まれるため、当該原価差異を流動資産又は流動負債に繰延べております。 

・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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①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、請負金額50,000千円以上かつ工期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。これによる損益に与える影響は軽微でありま
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 9,640,721 7,241,370

受取手形及び売掛金 2,006,098 3,114,413

有価証券 1,862,918 2,959,408

仕掛品 584,959 593,869

原材料及び貯蔵品 310,150 332,591

その他 339,024 272,229

貸倒引当金 △276 △117

流動資産合計 14,743,595 14,513,764

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,084,011 4,081,326

減価償却累計額 △795,598 △734,569

建物及び構築物（純額） 3,288,412 3,346,757

機械装置及び運搬具 892,883 895,431

減価償却累計額 △509,087 △453,253

機械装置及び運搬具（純額） 383,796 442,178

土地 2,615,073 2,615,073

建設仮勘定 50,874 31,724

その他 509,631 508,072

減価償却累計額 △383,340 △366,722

その他（純額） 126,290 141,350

有形固定資産合計 6,464,447 6,577,084

無形固定資産 83,747 70,961

投資その他の資産   

投資有価証券 4,669,498 3,875,014

長期貸付金 56,215 57,608

繰延税金資産 93,834 167,982

その他 969,267 1,490,852

貸倒引当金 △5,965 △6,391

投資その他の資産合計 5,782,849 5,585,067

固定資産合計 12,331,045 12,233,113

資産合計 27,074,640 26,746,878
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 576,733 733,518

未払法人税等 359,924 83,475

未払消費税等 46,862 180,500

前受金 320,364 604,127

賞与引当金 278,890 276,149

役員賞与引当金 － 24,000

工事損失引当金 38,954 43,974

その他 193,119 213,043

流動負債合計 1,814,848 2,158,791

固定負債   

退職給付引当金 687,388 709,562

長期未払金 379,801 379,801

その他 211,296 115,323

固定負債合計 1,278,487 1,204,687

負債合計 3,093,336 3,363,478

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,279 3,251,279

資本剰余金 2,988,997 2,989,102

利益剰余金 15,861,544 15,548,783

自己株式 △68,454 △67,336

株主資本合計 22,033,367 21,721,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 224,548 4,317

評価・換算差額等合計 224,548 4,317

少数株主持分 1,723,389 1,657,252

純資産合計 23,981,304 23,383,399

負債純資産合計 27,074,640 26,746,878
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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 5,328,935 5,404,662

売上原価 3,652,328 3,538,297

売上総利益 1,676,607 1,866,365

販売費及び一般管理費 1,138,920 1,172,180

営業利益 537,687 694,185

営業外収益   

受取利息 22,187 25,781

受取配当金 36,380 34,948

保険配当金 29,766 143,129

その他 19,413 19,769

営業外収益合計 107,748 223,629

営業外費用   

支払利息 307 362

支払手数料 1,319 399

その他 1,760 213

営業外費用合計 3,387 974

経常利益 642,048 916,840

特別利益   

固定資産売却益 506,310 －

投資有価証券清算益 － 20,574

貸倒引当金戻入額 2,869 266

特別利益合計 509,180 20,840

特別損失   

投資有価証券評価損 83,225 3,499

固定資産除却損 676 231

たな卸資産廃棄損 1,237 －

出資金評価損 1,000 －

支払補償金 501 －

特別損失合計 86,640 3,730

税金等調整前四半期純利益 1,064,588 933,950

法人税等 454,594 390,096

少数株主利益 78,487 96,447

四半期純利益 531,506 447,406
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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 1,064,588 933,950

減価償却費 143,302 142,248

ソフトウエア償却費 11,857 13,970

長期前払費用償却額 2,597 3,055

賞与引当金の増減額（△は減少） 473 2,740

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 △24,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,330 △5,020

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57,765 △22,173

長期未払金の増減額（△は減少） △82,676 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,869 △266

受取利息及び受取配当金 △58,567 △60,730

支払利息 307 362

出資金評価損 1,000 －

たな卸資産廃棄損 1,237 －

投資有価証券評価損益（△は益） 83,225 3,499

固定資産売却損益（△は益） △506,310 －

固定資産除却損 676 231

売上債権の増減額（△は増加） 1,557,288 1,108,314

たな卸資産の増減額（△は増加） 145,056 31,350

仕入債務の増減額（△は減少） △708,922 △191,362

前受金の増減額（△は減少） △154,930 △283,763

その他の資産の増減額（△は増加） △47,429 459,638

その他の負債の増減額（△は減少） △38,531 1,144

未払消費税等の増減額（△は減少） 228,212 △133,638

その他 － △20,574

小計 1,552,488 1,958,978

利息及び配当金の受取額 59,605 61,407

利息の支払額 △307 △362

法人税等の支払額 △467,473 △113,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,144,312 1,906,374
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（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) 

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 △743,365 △743,406

定期預金の払戻による収入 743,365 1,743,406

有価証券の取得による支出 △600,180 △600,560

有価証券の売却による収入 50,000 1,699,754

投資有価証券の取得による支出 △200,000 △410,300

有形固定資産の取得による支出 △367,033 △12,117

有形固定資産の売却による収入 955,230 －

無形固定資産の取得による支出 △9,158 △32,532

貸付けによる支出 △3,490 △2,100

貸付金の回収による収入 5,251 6,546

その他 － 20,574

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,380 1,669,264

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △368

自己株式の取得による支出 △3,090 △1,393

自己株式の売却による収入 － 275

配当金の支払額 △249,915 △134,597

少数株主への配当金の支払額 △36,000 △40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △289,006 △176,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 685,926 3,399,556

現金及び現金同等物の期首残高 6,184,786 5,729,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,870,713 9,129,276
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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） 

全セグメントの連結売上高の合計額、営業利益の合計額に占める製造業の割合が、いずれも90％を超

えているため種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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