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1.  平成22年9月期第2四半期の業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第2四半期 8,788 5.3 549 230.8 630 145.5 366 348.3
21年9月期第2四半期 8,349 ― 166 ― 256 ― 81 ―

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9月期第2四半期 25.12 ―

21年9月期第2四半期 5.60 ―

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9月期第2四半期 28,011 20,088 71.7 1,376.51
21年9月期 28,047 19,724 70.3 1,351.22

（参考） 自己資本  22年9月期第2四半期  20,088百万円 21年9月期  19,724百万円

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9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

22年9月期 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 8.00 8.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 18,000 △19.7 550 △16.0 700 △17.5 420 2.7 28.77
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。］ 

(2) 四半期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。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第2四半期 15,000,000株 21年9月期 15,000,000株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期 406,316株 21年9月期 402,485株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第2四半期 14,596,021株 21年9月期第2四半期 14,603,247株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料の予想は、本資料の発表日現在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って予想値と異なる結果となる可
能性があります。 
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2009暦年（1～12月）の鉄骨需要量は、約410万トンと記録的な落ち込みを示しました。 
鉄骨単価も、厳しい受注競争で下落に歯止めがかからない状態が依然続いており、鋼材価格も、今年に
入ってから原材料の高騰により大幅に値上がりしております。 
受注量の確保と鋼材価格の転嫁が最大の課題になっております。 
このような中、当社は受注に鋭意努力しましたが、第２四半期累計期間の受注高は前年同四半期比
52.2%減の5,728百万円にとどまりました。 
完成工事高は、平成21年9月30日以前に着手した工事については工事完成基準を適用しておりますの
で、予想通り前年同四半期比5.3%増の8,788百万円となり、損益面でも、営業利益549百万円、経常利益
630百万円、四半期純利益366百万円（前年同四半期は81百万円）となりました。 

  

総資産は、前事業年度の28,047百万円から28,011百万円と35百万円減少しました。これは、現金及び預
金、その他流動資産（未収入金）、有形固定資産（土地）及び投資有価証券の増加があるも、受取手形・
完成工事未収入金と手持ち工事の未成工事支出金等の減少によるものです。 
総負債は、未成工事受入金、長期借入金、未払法人税等が増加するも、工事未払金が大幅に減少したこ
とにより、399百万円の減となりました。 
純資産は、利益剰余金とその他有価証券評価差額金の増加により、364百万円の増となりました。 

  

業績予想につきましては、平成22年2月10日に公表しました業績予想から、通期の業績予想を修正して
おります。詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ
さい。 

  

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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 棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関して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。 

  ③ 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、事業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。 

  ④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

 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、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１四半期会計期間より適用し、
第１四半期会計期間に着手した工事から、当第２四半期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。 
なお、平成21年９月30日以前に着手した工事については工事完成基準を引き続き適用しております。
この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理の適用

(2) 四半期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. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,502,805 2,016,826

受取手形・完成工事未収入金 5,488,320 8,059,032

未成工事支出金 9,511,670 9,848,156

材料貯蔵品 90,155 262,125

その他 1,625,667 486,910

貸倒引当金 △44,996 △28,344

流動資産合計 20,173,623 20,644,706

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,166,381 1,202,549

機械及び装置（純額） 482,890 535,631

土地 4,227,081 3,812,373

その他（純額） 160,456 148,872

有形固定資産合計 6,036,810 5,699,425

無形固定資産 16,025 18,234

投資その他の資産

投資有価証券 1,535,970 1,340,459

その他 258,118 349,400

貸倒引当金 △8,750 △5,000

投資その他の資産合計 1,785,339 1,684,860

固定資産合計 7,838,175 7,402,520

資産合計 28,011,799 28,047,227

負債の部

流動負債

工事未払金 2,328,994 4,218,318

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 30,930 －

未払法人税等 268,466 11,155

未成工事受入金 3,344,336 2,495,130

賞与引当金 89,014 82,200

その他 394,461 312,400

流動負債合計 6,856,202 7,519,205

固定負債

長期借入金 269,070 －

退職給付引当金 659,190 668,945

役員退職慰労引当金 107,487 102,850

その他 31,440 31,826

固定負債合計 1,067,188 803,622

負債合計 7,923,390 8,322,828
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成21年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 955,491 955,491

資本剰余金 572,129 572,129

利益剰余金 18,421,631 18,171,697

自己株式 △127,688 △126,708

株主資本合計 19,821,564 19,572,609

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 266,844 151,789

評価・換算差額等合計 266,844 151,789

純資産合計 20,088,408 19,724,399

負債純資産合計 28,011,799 28,047,227
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  (2) 四半期損益計算書

（第２四半期累計期間）

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成22年３月31日)

完成工事高 8,349,134 8,788,589

完成工事原価 7,851,727 7,901,823

完成工事総利益 497,407 886,766

販売費及び一般管理費

役員報酬 35,314 39,266

従業員給料手当 135,233 140,357

退職給付費用 5,301 5,405

役員退職慰労引当金繰入額 4,558 4,637

法定福利費 20,156 21,923

福利厚生費 3,504 3,075

修繕維持費 2,006 1,352

事務用品費 6,183 6,661

通信交通費 15,775 16,184

動力用水光熱費 5,092 4,274

調査研究費 1,190 76

交際費 11,770 10,476

寄付金 40 －

地代家賃 13,324 12,987

減価償却費 9,739 8,693

租税公課 26,057 35,695

保険料 2,862 2,615

雑費 33,265 23,793

販売費及び一般管理費合計 331,377 337,477

営業利益 166,029 549,289

営業外収益

受取利息 10,071 2,923

受取配当金 8,138 2,012

不動産賃貸料 40,339 39,594

鉄屑売却益 － 28,062

その他 51,369 38,132

営業外収益合計 109,918 110,725

営業外費用

支払利息 2,706 3,722

たな卸資産評価損 14,652 －

貸倒引当金繰入額 － 25,454

その他 1,724 321

営業外費用合計 19,083 29,498

経常利益 256,864 630,516

特別利益

貸倒引当金戻入額 551 5,052

特別利益合計 551 5,052

特別損失

投資有価証券評価損 147,841 －

会員権評価損 － 1,350

特別損失合計 147,841 1,350

税引前四半期純利益 109,574 634,218

法人税、住民税及び事業税 4,907 261,810

法人税等調整額 22,864 5,693

法人税等合計 27,772 267,504

四半期純利益 81,801 366,714
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年10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

税引前四半期純利益 109,574 634,218

減価償却費 123,201 114,936

貸倒引当金の増減額（△は減少） △551 20,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44,253 △9,755

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,059 4,637

受取利息及び受取配当金 △18,210 △4,936

支払利息 2,706 3,722

投資有価証券評価損益（△は益） 147,841 －

会員権評価損益（△は益） － 1,350

売上債権の増減額（△は増加） △133,108 1,449,348

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,986,126 336,486

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △95,871 171,969

仕入債務の増減額（△は減少） 646,756 △1,889,777

未成工事受入金の増減額（△は減少） 889,602 849,205

その他 197,515 75,687

小計 △1,156,865 1,757,492

利息及び配当金の受取額 18,210 4,936

利息の支払額 △2,624 △4,456

法人税等の支払額 △1,679 △2,607

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,142,958 1,755,365

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 △20,970 △451,070

無形固定資産の取得による支出 △410 △225

投資有価証券の取得による支出 △1,511 △1,489

貸付けによる支出 △300 －

貸付金の回収による収入 2,440 1,250

その他 320 294

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,431 △451,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 300,000

自己株式の取得による支出 △1,632 △980

配当金の支払額 △116,855 △116,780

その他 － △386

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,487 181,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,281,876 1,485,979

現金及び現金同等物の期首残高 2,813,883 2,016,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,532,007 3,502,805
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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6. その他の情報

【生産、受注および販売の状況】

 ① 生産実績

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年３月31日）    至平成22年３月31日）    至平成21年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比
（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 42,546 10,848,049 95.2 33,412 8,110,457 95.2 84,169 22,227,556 95.6

プレキャスト
8,470 551,907 4.8 6,994 406,713 4.8 15,646 1,021,064 4.4

コンクリート

合 計 ― 11,399,956 100.0 ― 8,517,170 100.0 ― 23,248,620 100.0 

 ② 受注状況

   イ．受注高

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年３月31日）    至平成22年３月31日）    至平成21年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比
（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 42,154 11,734,018 97.9 25,632 5,520,563 96.4 77,522 20,388,900 95.5 

プレキャスト
3,327 253,992 2.1 4,141 208,229 3.6 15,103 969,734 4.5 

コンクリート

合 計 ― 11,988,010 100.0 ― 5,728,793 100.0 ― 21,358,634 100.0 

  ロ．受注残高

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年３月31日）    至平成22年３月31日）    至平成21年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比
（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 82,961 22,071,969 96.2 59,907 14,395,425 94.7 65,888 17,313,519 94.8 

プレキャスト
13,513 875,900 3.8 14,989 801,597 5.3 15,741 943,300 5.2 

コンクリート

合 計 ― 22,947,869 100.0 ― 15,197,022 100.0 ― 18,256,819 100.0 

 ③ 販売実績

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成20年10月１日 （自平成21年10月１日 （自平成20年10月１日

    至平成21年３月31日）    至平成22年３月31日）    至平成21年９月30日）

製品別
数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比
（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄 骨 34,334 8,025,842 96.1 31,613 8,438,657 96.0 86,774 21,439,174 95.7 

プレキャスト
5,020 323,292 3.9 4,893 349,932 4.0 14,567 971,634 4.3 

コンクリート

合 計 ― 8,349,134 100.0 ― 8,788,589 100.0 ― 22,410,809 100.0 
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