
  

１．平成22年12月期第２四半期の業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  2,219  △2.0  87  －  35  －  25  －

21年12月期第２四半期  2,265  －  △168  －  △225  －  △144  －

  
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２四半期  3  54  3  31

21年12月期第２四半期  △20  54  －  －

  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２四半期  6,837  1,108  16.2  156  38

21年12月期  7,477  1,080  14.5  152  41

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 1,108百万円 21年12月期 1,080百万円

  
年間配当金

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  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

22年12月期  －  －  0 00

22年12月期（予想） － － 3 00  3  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  4,500  △3.6  270  －  160  －  120  －  16  92



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 前頁の業績予想は、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ます。実際の業績

は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 7,112,020株 21年12月期 7,112,020株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 22,793株 21年12月期 20,393株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 7,090,592株 21年12月期２Ｑ 7,053,524株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、政府による緊急経済対

策の効果や新興国を中心とした輸出の回復により景気は緩やかに回復してまいりました。しかしながら、依然と

して雇用情勢には厳しさが残り、緩やかなデフレ傾向が続くなど、実体経済は先行き不透明感が拭えない状況で

推移いたしました。 

当社の主たる需要先である建設業界を取り巻く環境は、民間設備投資の状況は下げ止まりの感がありますが、公

共事業は縮減傾向にあり、引き続き厳しい環境となっておりました。 

このような状況の下、当社といたしましては、当事業年度を初年度とする３か年の中期経営計画の基本方針であ

る経営資源の集中及びローコスト経営の徹底を実践することで、収益力の向上に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高につきましては、建設市場の低迷によって賃貸料収入が減少したこと

から、22億19百万円（前年同四半期比2.0％減）となりました。 

利益面につきましては、不採算事業所や人員の削減及び機械導入の抑制などにより固定費を圧縮したことで、営

業利益87百万円（前年同四半期は１億68百万円の営業損失）、経常利益35百万円（前年同四半期は２億25百万円

の経常損失）、四半期純利益25百万円（前年同四半期は１億44百万円の四半期純損失）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

１．資産・負債・純資産の変動状況 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べて３億15百万円減少し、当四半期会

計期間末には15億72百万円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が86百万円、受取手形が

28百万円、売掛金が１億43百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

（固定資産） 

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べて３億24百万円減少し、当四半期会

計期間末には52億64百万円となりました。主な要因といたしましては、賃貸資産が３億12百万円、社用資産が

24百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べて３億１百万円減少し、当四半期会

計期間末には27億50百万円となりました。主な要因といたしましては、買掛金が55百万円、短期借入金が１億

１百万円、未払金が80百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末と比べて３億65百万円減少し、当四半期会

計期間末には29億78百万円となりました。主な要因といたしましては、社債が１億円、長期借入金が２億64百

万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末と比べて27百万円増加し、当四半期会計期間

末には11億８百万円となりました。主な要因といたしましては、利益剰余金が25百万円増加したことなどによ

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、前事業年度末と比べて１

億18百万円減少し、３億65百万円となりました。 

（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５億96百万円（前年同四半期は３億21百万円の獲得）となりました。これは主

に税引前四半期純利益25百万円を計上したことに加え、資金の増加要因として減価償却費４億12百万円、売上

債権の減少額１億71百万円、資金の減少要因として仕入債務の減少額88百万円などを反映したものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は82百万円（前年同四半期は２億63百万円の使用）となりました。これは主に有

形固定資産の取得による支出32百万円、定期預金等の預入による純減額53百万円など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６億32百万円（前年同四半期は88百万円の使用）となりました。これは主に借

入金の返済による純減額３億66百万円、社債の償還による支払額１億円、割賦債務の支払額１億66百万円など

によるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

通期の業績見通しにつきましては、平成22年２月19日「平成21年12月期 決算短信（非連結）」にて公表いたし

ました数値に変更はございません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理  

（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。 

（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出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社は、当第２四半期会計期間において、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況は存在しておりますが、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半

期財務諸表には注記しておりません。 

当第２四半期会計期間におきましても、平成21年11月16日付で公表いたしました「中期経営計画の策定につい

て」にて謳っております施策を引き続き推し進めておりますが、当社の収益の季節的な変動要因として、公共事

業の年度末が３月末という特殊事情等により、４月以降は工事量が減少する傾向がみられるため、第２四半期会

計期間におきまして、利益を計上することはできませんでした。ただし、平成22年２月19日付「平成21年12月期

決算短信（非連結）」にて公表しております第２四半期累計期間の業績予想数値は、売上高、営業利益、経常利

益及び四半期純利益とも上回っております。 

なお、継続企業の前提に関する重要事象等を解消するために、平成22年２月19日付「平成21年12月期決算短信

（非連結）」の５頁に記載しております取り組みを第３四半期会計期間以降も引き続き推し進めてまいります。

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 718,408 804,909

受取手形 232,809 261,152

売掛金 544,121 687,275

商品 9,300 7,410

貯蔵品 5,812 6,029

繰延税金資産 57,941 55,676

その他 19,369 83,781

貸倒引当金 △15,200 △18,600

流動資産合計 1,572,563 1,887,633

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

機械及び装置（純額） 2,262,386 2,585,765

その他の賃貸資産（純額） 459,922 449,140

賃貸資産合計 2,722,309 3,034,905

社用資産   

建物（純額） 324,818 409,233

土地 1,724,967 1,733,086

その他の社用資産（純額） 207,815 139,306

社用資産合計 2,257,601 2,281,626

有形固定資産合計 4,979,911 5,316,532

無形固定資産 31,892 31,892

投資その他の資産   

その他 310,630 295,076

貸倒引当金 △57,469 △53,767

投資その他の資産合計 253,161 241,308

固定資産合計 5,264,965 5,589,734

資産合計 6,837,528 7,477,368
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 280,863 313,301

買掛金 102,777 158,406

短期借入金 1,692,011 1,793,675

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払金 336,659 416,787

未払法人税等 6,812 3,227

賞与引当金 19,416 －

その他 111,580 166,645

流動負債合計 2,750,121 3,052,044

固定負債   

社債 400,000 500,000

長期借入金 1,751,308 2,015,887

長期未払金 815,808 813,748

その他 11,626 14,825

固定負債合計 2,978,743 3,344,460

負債合計 5,728,864 6,396,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 720,929 720,929

資本剰余金 193,878 193,878

利益剰余金 206,603 181,501

自己株式 △3,108 △2,926

株主資本合計 1,118,303 1,093,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,451 △1,813

繰延ヘッジ損益 △8,187 △10,706

評価・換算差額等合計 △9,639 △12,519

純資産合計 1,108,663 1,080,863

負債純資産合計 6,837,528 7,477,368
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,265,197 2,219,892

売上原価 1,741,479 1,569,485

売上総利益 523,718 650,406

販売費及び一般管理費 692,374 563,001

営業利益又は営業損失（△） △168,655 87,405

営業外収益   

受取利息 743 357

受取配当金 288 202

損害保険受取額 2,707 6,510

受取賃貸料 1,800 1,800

その他 2,069 6,667

営業外収益合計 7,608 15,538

営業外費用   

支払利息 61,414 64,693

事故復旧損失 2,038 1,500

その他 773 882

営業外費用合計 64,226 67,076

経常利益又は経常損失（△） △225,274 35,867

特別損失   

固定資産売却損 508 435

固定資産除却損 601 1,083

減損損失 － 8,368

事業所閉鎖損 3,885 －

特別損失合計 4,995 9,887

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △230,269 25,980

法人税、住民税及び事業税 △85,398 877

四半期純利益又は四半期純損失（△） △144,871 25,102
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 957,236 1,001,384

売上原価 817,748 758,728

売上総利益 139,488 242,655

販売費及び一般管理費 330,117 280,228

営業損失（△） △190,628 △37,572

営業外収益   

受取利息 248 131

受取配当金 288 202

損害保険受取額 1,447 3,591

受取賃貸料 900 900

その他 1,108 1,962

営業外収益合計 3,992 6,788

営業外費用   

支払利息 31,508 31,883

事故復旧損失 830 736

その他 193 96

営業外費用合計 32,533 32,716

経常損失（△） △219,169 △63,499

特別損失   

固定資産売却損 508 －

固定資産除却損 413 867

減損損失 － 8,368

特別損失合計 922 9,236

税引前四半期純損失（△） △220,091 △72,736

法人税、住民税及び事業税 △82,526 △3,021

四半期純損失（△） △137,564 △69,714
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30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又は税引前四半期純損失
（△）

△230,269 25,980

減価償却費 456,683 412,720

減損損失 － 8,368

長期前払費用償却額 86 51

貸倒引当金の増減額（△は減少） △376 301

賞与引当金の増減額（△は減少） △779 19,416

受取利息及び受取配当金 △1,031 △560

支払利息 61,414 64,693

有形固定資産売却損益（△は益） 508 435

有形固定資産除却損 601 1,083

事業所閉鎖損 3,885 －

売上債権の増減額（△は増加） 434,482 171,496

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,190 △1,673

仕入債務の増減額（△は減少） △218,776 △88,067

未払消費税等の増減額（△は減少） △73,412 33,079

その他 △41,599 18,307

小計 397,608 665,633

利息及び配当金の受取額 944 598

利息の支払額 △63,779 △66,301

法人税等の支払額 △13,057 △3,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 321,715 596,707

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 △165,459 △32,269

有形固定資産の売却による収入 51,600 335

投資有価証券の取得による支出 △1,026 △919

貸付けによる支出 △1,050 △1,300

貸付金の回収による収入 － 1,386

差入保証金の差入による支出 △515 △926

差入保証金の回収による収入 2,307 4,412

定期預金等の預入による支出 △240,780 △270,333

定期預金等の満期等による収入 91,174 217,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △263,749 △82,333

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） 242,000 10,000

長期借入れによる収入 550,000 240,000

長期借入金の返済による支出 △727,358 △616,243

社債の償還による支出 － △100,000

株式の発行による収入 22 －

自己株式の取得による支出 △139 △181

配当金の支払額 △21,341 －

割賦債務の支払額 △132,157 △166,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,975 △632,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,010 △118,552

現金及び現金同等物の期首残高 467,647 484,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 436,637 365,704
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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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