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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 15,958 △12.3 1,223 4.1 1,115 △9.8 974 17.4
22年3月期第2四半期 18,202 △13.5 1,175 △53.5 1,236 △50.1 830 △66.7

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3月期第2四半期 17.21 17.21
22年3月期第2四半期 14.33 ―

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3月期第2四半期 43,771 27,652 61.6 475.57
22年3月期 45,009 27,124 58.4 464.12

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  26,941百万円 22年3月期  26,294百万円

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  
 

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3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
23年3月期 ― 3.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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  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

通期 35,000 △11.7 2,300 △33.1 2,150 △37.9 1,800 8.5 31.77



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施中です。 

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に
係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページ「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】３ページ「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3月期2Q 63,386,718株 22年3月期  63,386,718株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  6,735,256株 22年3月期  6,731,677株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 56,653,498株 22年3月期2Q 57,918,017株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の需要や国内の経済対策効果により一部回復の兆しが見

えたものの、米国の景気減速懸念及び欧州の金融危機等による円高の進行が継続、先行きは依然として不透明な状況

が続いております。 

 当社グループはこの様な状況の中、国内外において顧客への積極的な受注活動を展開いたしましたが、需要分野の

設備投資の抑制等が影響し、当第２四半期連結累計期間の受注高は 百万円（前年同期比 ％減）の計上にと

どまりました。売上高は、国内一般断熱工事及びクリーンルーム分野の案件等の減少により、 百万円（同

％減）にとどまりましたが、営業利益は売上高総利益率の改善により 百万円（同 ％増）となりました。経常

利益は為替評価損等の影響により 百万円（同 ％減）にとどまり、四半期純利益は法人税等調整額、少数株主

利益の減少により 百万円（同 ％増）の計上となりました。 

セグメントの業績は次のとおりです。 

 ①建設工事事業 

 海外売上高の増加はありましたが、国内の一般断熱工事及びクリーンルーム分野の減少により、売上高は

百万円にとどまりましたが、セグメント利益につきましては営業費用の抑制効果等により 百万円の計上となり

ました。 

 ②ボイラ事業 

 ボイラ分野においては、受注高は新缶等案件による増加があり、売上高は改造・補修工事の順調な引渡し等によ

り 百万円となりましたが、営業費用の増加もあり、 百万円のセグメント損失の計上となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産負債の増減 

 総資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。 

 主な増加は現金預金 百万円、未成工事支出金 百万円であり、主な減少は受取手形・完成工事未収入金等

百万円、投資有価証券 百万円です。 

 負債は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の減少となりました。主な増加は未成工事

受入金 百万円、主な減少は支払手形・工事未払金等 百万円、借入金 百万円、社債 百万円です。 

 純資産の部は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の増加となりました。主な増加は当四

半期純利益 百万円であり、主な減少は剰余金の配当 百万円、その他有価証券評価差額金 百万円です。 

 以上の結果、自己資本比率は ％となり、前連結会計年度末と比較して ポイントの増加となりました。 

  

②連結キャッシュ・フロー 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比べ

百万円増加いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は、 百万円となりました。 

 主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益 百万円、売上債権の減少額 百万円、未成工事受入金の増加

額 百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額 百万円、未成工事支出金の増加額 百万円によるもの

です。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は、 百万円となりました。 

 主な増加要因は、投資有価証券の償還による収入 百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出

百万円、有形固定資産の取得による支出 百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は、 百万円となりました。 

 主な減少要因は、長期借入金の返済による支出 百万円、社債の償還による支出 百万円、配当金の支払額

百万円によるものです。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、世界経済の減速懸念や円高の影響等により景気の先行きに不透明感が増す中で、当

社の事業を取り巻く環境においても、需要分野の国内での設備投資意欲の低迷等、依然として厳しい状況が続くもの

と予想されますが、国内外において積極的な営業展開に注力するとともに、経営基盤の充実を図り、収益向上を目指

してまいります。 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績及び上記今後の見通しを勘案した結

果、平成22年5月10日付「平成22年３月期 決算短信」において発表いたしました数値を以下のとおり修正しており

ます。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前

四半期純利益に与える影響は22百万円であります。 

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  40,000  2,900  2,800  2,550  45  01

今回修正予想（Ｂ）  35,000  2,300  2,150  1,800  31  77

増減額（Ｂ－Ａ）  △5,000  △600  △650  △750  －

増減率（％）  △12.5  △20.7  △23.2  △29.4  －

前期実績  39,653  3,439  3,462  1,658  28  83

２．その他の情報
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,418 8,718

受取手形・完成工事未収入金等 11,784 13,861

未成工事支出金 3,081 2,722

商品及び製品 387 325

原材料及び貯蔵品 356 262

繰延税金資産 502 638

その他 72 68

貸倒引当金 △14 △41

流動資産合計 25,589 26,556

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 7,956 7,895

機械・運搬具 4,325 4,312

土地 11,628 11,628

その他 977 925

減価償却累計額 △9,712 △9,485

有形固定資産計 15,174 15,276

無形固定資産 31 31

投資その他の資産   

投資有価証券 1,903 2,158

繰延税金資産 535 451

その他 619 631

貸倒引当金 △82 △95

投資その他の資産計 2,976 3,145

固定資産合計 18,181 18,453

資産合計 43,771 45,009
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,496 4,494

支払信託 563 507

買掛金 435 413

短期借入金 3,456 3,206

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 165 211

未成工事受入金 1,257 701

完成工事補償引当金 80 107

賞与引当金 350 352

役員賞与引当金 － 59

工事損失引当金 34 24

その他 567 680

流動負債合計 10,409 11,059

固定負債   

長期借入金 800 2,008

退職給付引当金 1,056 1,050

役員退職慰労引当金 309 287

繰延税金負債 2,346 2,348

再評価に係る繰延税金負債 641 641

資産除去債務 23 －

負ののれん 58 66

その他 473 422

固定負債合計 5,709 6,825

負債合計 16,118 17,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,889 6,889

資本剰余金 999 999

利益剰余金 19,644 18,839

自己株式 △1,742 △1,741

株主資本合計 25,791 24,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 206 335

土地再評価差額金 767 767

為替換算調整勘定 176 204

評価・換算差額等合計 1,150 1,307

新株予約権 16 8

少数株主持分 694 820

純資産合計 27,652 27,124

負債純資産合計 43,771 45,009
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

完成工事高 18,202 15,958

完成工事原価 14,957 12,613

完成工事総利益 3,245 3,345

販売費及び一般管理費 2,070 2,121

営業利益 1,175 1,223

営業外収益   

受取利息 12 7

受取配当金 28 29

為替差益 32 －

不動産賃貸料 70 52

その他 36 45

営業外収益合計 180 134

営業外費用   

支払利息 59 31

為替差損 － 163

不動産賃貸原価 33 28

その他 26 18

営業外費用合計 119 242

経常利益 1,236 1,115

特別利益   

貸倒引当金戻入額 46 40

補助金収入 － 53

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 49 93

特別損失   

投資有価証券評価損 － 51

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22

特別損失合計 － 73

税金等調整前四半期純利益 1,285 1,134

法人税、住民税及び事業税 169 144

法人税等調整額 246 137

法人税等合計 415 282

少数株主損益調整前四半期純利益 － 852

少数株主利益又は少数株主損失（△） 39 △122

四半期純利益 830 974
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,285 1,134

減価償却費 228 236

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △111 △40

工事損失引当金の増減額（△は減少） 0 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 21

その他の引当金の増減額（△は減少） △69 △87

受取利息及び受取配当金 △40 △36

支払利息 59 31

為替差損益（△は益） 23 23

複合金融商品評価損益（△は益） △1 0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △2 51

売上債権の増減額（△は増加） 3,293 2,076

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,106 △359

たな卸資産の増減額（△は増加） 16 △155

未成工事受入金の増減額（△は減少） 533 555

仕入債務の増減額（△は減少） △2,016 △916

その他 △52 △92

小計 2,060 2,484

利息及び配当金の受取額 42 37

利息の支払額 △59 △31

法人税等の支払額 △184 △165

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,859 2,324

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 △890 △432

定期預金の払戻による収入 683 84

投資有価証券の取得による支出 △110 △114

投資有価証券の売却及び償還による収入 14 100

有形固定資産の取得による支出 △406 △154

その他 92 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △616 △509

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △100 △300

短期借入金の純増減額（△は減少） △271 △15

長期借入れによる収入 1,300 150

長期借入金の返済による支出 △2,418 △1,093

自己株式の取得による支出 △332 △0

配当金の支払額 △176 △169

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

その他 △8 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,009 △1,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △774 350

現金及び現金同等物の期首残高 7,753 8,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,978 8,872
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該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

 （注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び役務の名称 

 事業区分は製品及び役務の機能別種類により区分しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

 日本の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

  前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア………………シンガポール、インドネシア 

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

  

  

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

 当社グループは、断熱工事業を中心とした建設工事事業及びボイラの製造・据付等を行うボイラ事業で構成され

ております。 

 したがって、当社グループにおいては「建設工事事業」及び「ボイラ事業」の２つを報告セグメントとしており

ます。 

 「建設工事事業」においては当社と国内及び東南アジア地区等での現地法人を含めた連結子会社11社が、熱絶縁

工事、建築工事及び内装仕上工事等を行っております。「ボイラ事業」においては連結子会社１社（㈱よしみね）

が各種ボイラの製造据付、産業用機械の製造据付を行っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建設工事業 
（百万円） 

機械器具
製造業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  16,951  1,250  18,202  －  18,202

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 6  291  297  (297)  －

計  16,957  1,542  18,500  (297)  18,202

営業利益   1,106  47  1,154  21  1,175

① 建設工事業 ： 熱絶縁工事、建築工事及び内装仕上工事他 

② 機械器具製造業 ： 各種ボイラの製造据付、産業用機械の製造据付 

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  824  159  984

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  18,202

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 4.5  0.9  5.4
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

（単位：百万円）  

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調額額は、セグメント間取引の消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

受注及び売上の状況 

   a.受注高 

  

   ｂ.売上高 

  

（注）「ボイラ事業」は、前連結会計年度まで「機械器具製造業」として区分しておりましたが、事業内容の明確化

のため、当連結会計年度より名称を変更いたしました。 

  建設工事事業 ボイラ事業 計
調整額

（注１） 

四半期連結損益 
計算書計上額 
（注２） 

売上高           

(1）外部顧客への売上高  14,390  1,567  15,958  －  15,958

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  68  68  (68)  －

計  14,390  1,635  16,026  (68)  15,958

セグメント利益又は損失（△）   1,227  △22  1,204  18  1,223

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

区 分 

  

 平成22年３月期 

 第２四半期 

 平成23年３月期 

 第２四半期 

対前年同期 

増減 
平成22年３月期 

金額（百万円）  ％ 金額（百万円）  ％ 金額（百万円） 金額（百万円）  ％ 

建設工事事業  16,054  91.6 12,744 86.6 △3,310  32,912  91.0

ボイラ事業  1,465  8.4 1,979 13.4 513  3,252  9.0

合 計  17,520  100.0 14,724 100.0 △2,796  36,165  100.0

区 分 

  

 平成22年３月期 

 第２四半期 

 平成23年３月期 

 第２四半期 

対前年同期 

増減 
平成22年３月期 

金額（百万円）  ％ 金額（百万円）  ％ 金額（百万円） 金額（百万円）  ％ 

建設工事事業  16,951  93.1 14,390 90.2 △2,561  36,074  91.0

ボイラ事業  1,250  6.9 1,567 9.8 317  3,579  9.0

合 計  18,202  100.0 15,958 100.0 △2,244  39,653  100.0
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