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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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12月期第1四半期 6,359 △19.1 431 130.2 404 189.5 88 0.7
21年12月期第1四半期 7,858 ― 187 ― 139 ― 87 ―

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12月期第1四半期 8.08 ―

21年12月期第1四半期 7.83 ―

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12月期第1四半期 22,760 6,716 25.7 534.76
21年12月期 21,576 6,637 26.9 529.69

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  5,849百万円 21年12月期  5,793百万円

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12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

12,500 △1.3 550 74.1 500 97.8 180 △49.6 16.46

通期 25,000 △0.6 770 0.8 650 0.4 300 △22.4 27.43
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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、５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、５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．平成22年２月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を修正しております。具体的な内容につきましては、４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及び平成22年４月28日発表の「平成22年12月期第２四半期連結累計期間業績予想の修正に関
するお知らせ」をご覧ください。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づき作成したものであり、今後当社を取り巻く経済状
況等の変化により、上記の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 11,532,630株 21年12月期  11,532,630株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  594,298株 21年12月期  594,298株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 10,938,332株 21年12月期第1四半期 11,208,365株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善により持ち直しの兆しが見られるとともに、

個人消費についても子ども手当てなどの政策効果により底堅く推移するものと見込まれます。しかしながら、海外景

気の下振れや円高など、景気の先行きは依然として不透明なままであります。 

建設業界におきましても、公共工事見直しに伴う事業凍結が実施されることに加え、民間設備投資も極めて低い

水準で推移しており、依然として厳しい経営環境で推移いたしました。 

 当社グループにおきましては、このような経営環境の中、企画・提案営業の強化による受注活動に努めるととも

に、原価率の低減及び経費削減などの諸施策を実施し収益力の向上を図りました。 

 以上の結果、当社グループの業績につきましては、提出会社において前連結会計年度の繰越工事のうち、大型物件

が第２四半期連結会計期間以降に完成予定であることから、売上高は前年同期比 ％減の 百万円となりまし

た。 

 利益につきましては、売上高が減少したものの、主に連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において原価

率の低減を図ったことにより、連結営業利益は前年同期比 ％増の 百万円、連結経常利益は前年同期比

％増の 百万円となりました。連結四半期純利益につきましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社

において、前期以前の費用計上の誤り等に関して前期損益修正益 百万円を特別利益に計上したものの、同連結子会

社において地盤改良が必要な物件に対して完成工事補償引当金 百万円を特別損失に計上したことなどにより、前

年同期比 ％増の 百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

なお、下記のセグメント別営業利益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおります。 

  

＜建設事業＞ 

 建設事業セグメントに関しましては、前年同期と比較して受注は回復傾向にあるものの、前期繰越工事の影響に加

え、大型物件が第２四半期連結会計期間以降に完成予定であることから売上高は前年同期比 ％減の 百万円

となりました。営業損益につきましても、売上高の減少に伴い、前年同期比 ％減の 百万円となりました。 

  

＜設備事業＞ 

 設備事業セグメントに関しましては、提出会社において前年同期と比較して売上高は増加したものの、連結子会社

である三樹エンジニアリング株式会社において工事の完成が前連結会計年度末に集中したことから売上高が減少し、

営業損失が発生した影響により、売上高は前年同期比 ％減の 百万円、営業利益は前年同期比 ％減の 百万

円となりました。 

  

＜住宅事業＞ 

 住宅事業セグメントに関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフにお

いて、前年同期と比較して引渡棟数が増加したことに伴い、売上高は前年同期比 ％増の 百万円となりまし

た。営業損益につきましては、売上高の増加に加えて連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において、原価

率の低減を図ったことにより、営業利益は 百万円（前年同期 営業損失 百万円）となりました。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 不動産賃貸事業セグメントに関しましては、提出会社において平成21年５月より大型不動産物件の賃貸収入が発生

していること等に伴い、売上高は前年同期比 ％増の 百万円、営業利益は前年同期比 ％増の 百万円となり

ました。 

  

＜その他事業＞ 

 その他事業セグメントに関しましては、提出会社において運営するパブリックゴルフ場において、雪の影響により

営業開始時期が４月にずれ込んだこと等により、売上高は前年同期比 ％減の 百万円となりましたが、販売費及

び一般管理費の見直しに伴う費用削減効果等により、営業損失 百万円（前年同期 営業損失 百万円）となりまし

た。 

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
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（１）財政状態 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金預金及び預け金の増加等により、 百万円（前連

結会計年度末は 百万円）となりました。 

 負債につきましては、工事未払金及び長期借入金等が減少したものの、未成工事受入金等の増加により、 百

万円（前連結会計年度末は 百万円）となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益及びその他有価証券評価差額金等の増加により純資産合計は 百万円

（前連結会計年度末は 百万円）となりました。 

   

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、投資活動により 百万円が減少しておりますが、営業

活動により 百万円、財務活動により 百万円が増加した結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現

金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

  

 主な要因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） 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果、売上債権の増加 百万円、たな卸資産の増加 百万円及び仕

入債務の減少 百万円等の減少要因がありますが、税金等調整前四半期純利益 百万円及び未成工事受入金の増加

百万円等により、資金は 百万円の増加（前年同期は 百万円の増加）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果、有形固定資産の取得による支出 百万円及び投資有価証券の

取得による支出 百万円等により、資金は 百万円の減少（前年同期は 百万円の減少）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果、長期借入金の返済による支出 百万円等の減少要因があり

ますが、短期借入金の純増額 百万円及び長期借入れによる収入 百万円等により、資金は 百万円の増加（前

年同期は 百万円の増加）となりました。  

  

  

 当社において第２四半期連結会計期間中に収益性の高い物件が完成する見通しであることや、連結子会社であるセ

キスイハイム山陽株式会社において、原価率の低減により収益性が向上したことに伴い利益が予想数値を大きく上回

ることとなる見込みであることから、平成22年２月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間の業績予想を修

正いたしました。通期連結業績予想につきましては、建設業界を取り巻く環境には不安定要素もあることから、現時

点では平成22年２月15日に発表いたしました当初の予想を変更しておりません。 

 詳細につきましては、本日（平成22年４月28日）に別途開示いたしました「平成22年12月期第２四半期連結累計期

間業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

ⅰ たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度 

末の実地たな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。 

ⅱ 一般債権の貸倒見積額の算定方法 

 一般債権に係る貸倒引当金は、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等から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用いて算定しております。 

ⅲ 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きましては、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。 

ⅳ 完成工事補償引当金繰入額の算定方法 

 完成工事補償引当金は、前連結会計年度決算において算定した完成工事高に係る責任補修費用の実績率

から著しい変化がないとみとめられるため、前連結会計年度末の実績率を用いて算定しております。 

  

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

・ 税金費用の計算  

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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計算してお

ります。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法

定実効税率を使用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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

  

ⅰ 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、「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)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四

半期連結会計期間に着手した工事契約から当第１四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(工事の進捗度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、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。 

  

ⅱ 税金費用の計算 

 従来、税金費用については、四半期連結会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用される税率に

基づき年度決算と同様の方法により計算をしておりましたが、四半期連結会計期間の税引前当期純利益に

対する税金費用を平準化させること及び四半期決算における迅速化に対応するため、当第１四半期連結会

計期間から税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じて計算する方法に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第１四半期連結会計期間の四半期純利益が 百万円増加

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

26

美樹工業㈱　（1718）　平成22年12月期　第１四半期決算短信

－ 5 －



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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 884,741 476,868

受取手形・完成工事未収入金 1,254,752 1,216,123

たな卸資産 6,380,609 6,324,552

繰延税金資産 137,673 137,234

未収還付法人税等 120,312 148,730

その他 1,088,834 502,603

貸倒引当金 △7,549 △7,525

流動資産合計 9,859,374 8,798,587

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,501,617 4,575,825

機械・運搬具（純額） 35,715 26,078

工具器具・備品（純額） 698,419 705,720

土地 5,919,753 5,919,753

リース資産（純額） 334,497 298,130

建設仮勘定 31,739 17,190

有形固定資産計 11,521,742 11,542,698

無形固定資産 28,518 28,555

投資その他の資産   

投資有価証券 512,122 481,192

破産債権、更生債権等 196,329 196,729

繰延税金資産 274,616 282,201

その他 638,784 518,101

貸倒引当金 △271,216 △271,667

投資その他の資産計 1,350,636 1,206,557

固定資産合計 12,900,897 12,777,811

資産合計 22,760,271 21,576,399
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,584,648 1,617,233

短期借入金 3,300,000 3,120,000

1年内返済予定の長期借入金 740,748 700,748

未払法人税等 188,544 13,910

未成工事受入金 2,379,819 1,872,863

賞与引当金 177,213 97,781

役員賞与引当金 12,800 12,000

完成工事補償引当金 293,721 128,948

工事損失引当金 28,272 －

リース債務 102,328 87,494

その他 731,777 770,161

流動負債合計 9,539,875 8,421,141

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 4,939,277 4,973,634

退職給付引当金 205,746 202,172

役員退職慰労引当金 222,831 227,408

リース債務 239,230 217,248

その他 296,656 296,956

固定負債合計 6,503,742 6,517,419

負債合計 16,043,617 14,938,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 764,815 764,815

資本剰余金 705,825 705,825

利益剰余金 4,485,969 4,441,360

自己株式 △107,829 △107,829

株主資本合計 5,848,780 5,804,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 563 △10,290

評価・換算差額等合計 563 △10,290

少数株主持分 867,311 843,958

純資産合計 6,716,654 6,637,838

負債純資産合計 22,760,271 21,576,399
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（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,858,024 6,359,183

売上原価 6,511,916 4,803,410

売上総利益 1,346,108 1,555,772

販売費及び一般管理費 1,158,659 1,124,178

営業利益 187,448 431,594

営業外収益   

受取利息 2,892 3,488

持分法による投資利益 1,369 －

その他 5,563 4,017

営業外収益合計 9,825 7,505

営業外費用   

支払利息 36,792 23,526

社債利息 4,300 1,072

持分法による投資損失 － 2,496

シンジケートローン手数料 3,000 3,000

その他 13,295 4,042

営業外費用合計 57,388 34,138

経常利益 139,885 404,961

特別利益   

前期損益修正益 1,687 72,730

固定資産売却益 － 1,207

特別利益合計 1,687 73,937

特別損失   

固定資産売却損 406 －

固定資産除却損 2,790 1

貸倒引当金繰入額 1,261 －

完成工事補償引当金繰入額 24,010 164,082

ゴルフ会員権評価損 309 －

特別損失合計 28,777 164,083

税金等調整前四半期純利益 112,796 314,815

法人税、住民税及び事業税 116,373 184,793

過年度法人税等 － 18,306

法人税等調整額 △81,065 －

法人税等合計 35,308 203,100

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10,220 23,353

四半期純利益 87,708 88,362
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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 112,796 314,815

減価償却費 94,136 113,349

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,357 △427

賞与引当金の増減額（△は減少） 99,560 79,431

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,800 800

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 22,846 164,773

退職給付引当金の増減額（△は減少） 449 3,574

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,563 △4,577

受取利息及び受取配当金 △2,892 △3,488

支払利息 41,093 24,599

持分法による投資損益（△は益） △1,369 2,496

固定資産売却損益（△は益） 406 △1,207

固定資産除却損 2,790 1

ゴルフ会員権評価損 309 －

前期損益修正損益（△は益） △1,687 △72,730

売上債権の増減額（△は増加） △617,193 △38,628

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,203,460 △61,158

仕入債務の増減額（△は減少） △321,450 △32,585

未払費用の増減額（△は減少） 2,824 52,206

未成工事受入金の増減額（△は減少） △685,531 506,956

その他 28,346 △168,322

小計 1,001,616 879,878

利息及び配当金の受取額 3,452 3,376

利息の支払額 △35,596 △28,593

法人税等の支払額 △201,572 △2,822

その他の支出 △3,000 △3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,899 848,839

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 △33,414 △25,281

有形固定資産の売却による収入 196 4,518

無形固定資産の取得による支出 △5,162 △1,050

投資有価証券の取得による支出 △150 △15,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,530 △36,962

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） △1,430,000 180,000

長期借入れによる収入 2,040,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △190,357 △194,357

社債の償還による支出 △300,000 －

リース債務の返済による支出 △8,861 △22,920

自己株式の取得による支出 △11,307 －

配当金の支払額 △32,780 △34,731

財務活動によるキャッシュ・フロー 66,694 127,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 793,062 939,867

現金及び現金同等物の期首残高 859,672 777,323

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,652,735 1,717,191
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 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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