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1.  平成23年1月期第2四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年7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 ％

23年1月期第2四半期 25,354 2.1 447 ― 370 ― 214 ―

22年1月期第2四半期 24,838 ― △310 ― △265 ― △1,076 ―

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

23年1月期第2四半期 8.66 ―

22年1月期第2四半期 △43.52 ―

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

23年1月期第2四半期 26,387 8,790 33.3 355.38
22年1月期 27,015 8,588 31.8 347.11

（参考） 自己資本   23年1月期第2四半期  8,790百万円 22年1月期  8,586百万円

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  

期末の配当予想額は未定です。 

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

22年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年1月期 ― 0.00

23年1月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 48,500 △2.5 830 ― 850 ― 560 ― 22.64



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(4) 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 
 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及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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、【添付資料】P.２「1．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「2．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年1月期2Q 24,832,857株 22年1月期  24,832,857株

② 期末自己株式数 23年1月期2Q  98,064株 22年1月期  95,405株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期2Q 24,736,022株 22年1月期2Q 24,742,153株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年２月１日～平成22年７月31日）におけるわが国経済は、企業収

益の改善や個人消費の回復など、一部に景気の持ち直しが見られたものの、雇用環境は未だ低迷してお

り、本格的な景気回復までには至らず、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 当ディスプレイ業界の事業環境につきましては、企業の設備投資及び個人消費が本格的な回復に至ら

ず、引き続き、設備投資、店舗投資並びに販促関連投資抑制の傾向が強く、総じて厳しい状況が続いて

おります。 

 このような状況のもと当グループは、収益構造の改善をはかり、さらなるコスト削減、業務の効率化

に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は253億54百万円（前年同四半期比2.1％増）となり、

営業利益は４億47百万円（前年同四半期 営業損失３億10百万円）、経常利益は３億70百万円（前年同

四半期 経常損失２億65百万円）、四半期純利益は２億14百万円（前年同四半期 四半期純損失10億76

百万円）となりました。 

  

（資産の部） 

資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて2.3％減少し、263億87百万円となりました。これ

は、主に未成工事支出金等が８億96百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が16億28百

万円減少したことによるものであります。 

（負債の部） 

負債の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、175億97百万円となりました。これ

は、主に長期借入金が18億30百万円増加したものの、短期借入金が28億20百万円減少したことによるも

のであります。 

（純資産の部） 

純資産の部の合計額は、前連結会計年度末に比べて2.3％増加し、87億90百万円となりました。これ

は、主に四半期純利益の計上により利益剰余金が２億14百万円増加したことによるものであります。 

  

業績予想については、概ね予想通りに推移しており、平成22年３月19日に発表した業績予想に変更は

ありません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

記載すべき重要な事項はありません。 
  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

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）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）を適用しており、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から工事進行基準を適用

しております。なお、工事進行基準の適用要件を満たす工事契約が存在しないため、すべての工事

について工事完成基準を適用しております。 

従いまして、これにより損益に与える影響はありません。 
  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年７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22年１月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,593,714 4,221,569

受取手形・完成工事未収入金等 5,949,050 7,577,578

未成工事支出金等 5,406,173 4,510,149

その他 357,485 528,430

貸倒引当金 △15,892 △24,563

流動資産合計 16,290,532 16,813,165

固定資産

有形固定資産

土地 4,476,174 4,476,174

その他（純額） 1,623,582 1,654,842

有形固定資産計 6,099,756 6,131,016

無形固定資産 229,400 209,438

投資その他の資産

その他 4,114,435 4,120,495

貸倒引当金 △346,708 △259,063

投資その他の資産計 3,767,726 3,861,431

固定資産合計 10,096,883 10,201,886

資産合計 26,387,415 27,015,051

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,225,781 6,393,042

短期借入金 2,575,000 5,395,000

未成工事受入金 2,548,083 1,565,377

工事損失引当金 368,986 276,771

その他の引当金 330,099 336,466

その他 913,207 1,683,193

流動負債合計 12,961,157 15,649,851

固定負債

長期借入金 3,516,000 1,686,000

引当金 130,785 144,591

その他 989,166 945,632

固定負債合計 4,635,951 2,776,224

負債合計 17,597,109 18,426,075
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年７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22年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,026,750 4,026,750

資本剰余金 4,024,840 4,024,840

利益剰余金 593,406 379,228

自己株式 △39,991 △39,470

株主資本合計 8,605,005 8,391,349

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 198,082 201,065

為替換算調整勘定 △12,781 △5,751

評価・換算差額等合計 185,301 195,314

少数株主持分 － 2,311

純資産合計 8,790,306 8,588,975

負債純資産合計 26,387,415 27,015,051
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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21年２月１日
至 平成21年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
 至 平成22年７月31日)

売上高 24,838,854 25,354,395

売上原価 21,395,940 21,897,434

売上総利益 3,442,913 3,456,961

販売費及び一般管理費 3,753,220 3,009,736

営業利益又は営業損失（△） △310,306 447,225

営業外収益

受取配当金 21,277 20,700

仕入割引 18,247 28,677

投資有価証券割当益 － 20,888

その他 51,670 32,796

営業外収益合計 91,195 103,063

営業外費用

支払利息 37,077 54,038

貸倒引当金繰入額 － 80,551

その他 9,195 45,620

営業外費用合計 46,272 180,209

経常利益又は経常損失（△） △265,384 370,078

特別利益

貸倒引当金戻入額 16,550 18,978

その他 808 －

特別利益合計 17,359 18,978

特別損失

特別退職金 126,603 －

債務保証損失 53,304 －

投資有価証券評価損 － 26,220

事業分離における移転損失 － 48,512

その他 28,800 3,382

特別損失合計 208,709 78,115

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△456,734 310,942

法人税、住民税及び事業税 43,656 96,691

法人税等調整額 588,281 △257

法人税等合計 631,937 96,434

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,818 330

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,076,853 214,177

(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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