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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 2,006 △6.7 131 △25.9 96 △32.7 50 △6.7

22年3月期第2四半期 2,149 2.0 177 94.6 144 56.5 53 △6.9

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 5.60 ―

22年3月期第2四半期 6.00 ―

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 4,658 1,881 39.6 205.70
22年3月期 5,038 1,862 36.3 203.43

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,846百万円 22年3月期  1,826百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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  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 4,500 △7.6 360 △33.0 300 △39.9 150 △41.7 16.70



(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  有  
（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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※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記載の予想値と異なる可能性があります。 

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

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  8,987,700株 22年3月期  8,987,700株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  9,858株 22年3月期  8,259株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  8,978,869株 22年3月期2Q  8,979,441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、アジア向けを中心とした輸出の回復等により、持ち直しの兆し

が見られるものの、急激な円高の進行などによる景気の下振れ懸念から設備投資や雇用情勢に回復傾向が見えず、依

然先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの係る建設業界におきましては、公共工事の減少に加え、民間設備投資も企業の先行き不透明感から

抑制傾向が続き、依然厳しい状況が続いております。  

 このような状況のもと、当社グループは、積極的な受注活動を展開し、当第２四半期連結累計期間の受注高は

2,360百万円（前年同期比13.3％増）となりましたが、受注残の減少により、売上高は2,006百万円（前年同期比

6.7％減）となりました。 

 利益面につきましては、前期に比べ、製造の落ち込みなどによるコストアップが影響し、営業利益は131百万円

（前年同期比25.9％減）、経常利益は96百万円（前年同期比32.7％減）となり、四半期純利益は50百万円（前年同期

比6.7％減）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債・資本の状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売掛金の減少等により4,658百万円となり、前連結会計年度末 

の5,038百万円から379百万円の減少となりました。 

 負債の部も、支払手形及び買掛金の減少等により2,777百万円となり、前連結会計年度末の3,176百万円から399百

万円の減少となりました。 

 また、純資産の部は、四半期純利益の計上等により1,881百万円となり、前連結会計年度末の1,862百万円から19百

万円の増加となりました。 

 これらの結果により、四半期連結会計期間末の自己資本比率は、39.6％と前連結会計年度末より3.3%上昇しており

ます。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日に公表いたしました業績予想から修正はしておりません。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用いております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

 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。 

 これにより、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。 

  

②表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



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   

現金及び預金 499,972 470,379

受取手形及び売掛金 957,928 1,375,776

仕掛品 307,002 254,039

原材料及び貯蔵品 68,427 72,391

繰延税金資産 49,928 51,066

その他 42,288 55,867

貸倒引当金 △5,162 △7,701

流動資産合計 1,920,384 2,271,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 443,522 466,383

機械装置及び運搬具（純額） 40,145 43,318

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 3,489 3,928

その他（純額） 31,955 34,889

有形固定資産合計 2,419,142 2,448,550

無形固定資産 152,032 158,716

投資その他の資産   

投資有価証券 28,973 36,412

繰延税金資産 18,777 2,540

その他 130,205 134,865

貸倒引当金 △10,530 △14,100

投資その他の資産合計 167,427 159,718

固定資産合計 2,738,602 2,766,985

資産合計 4,658,986 5,038,804



（単位：千円）

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   

支払手形及び買掛金 531,765 701,603

短期借入金 378,472 1,292,648

リース債務 895 857

未払法人税等 65,654 128,761

賞与引当金 63,423 50,846

工事損失引当金 43,165 51,409

その他 183,723 268,901

流動負債合計 1,267,099 2,495,028

固定負債   

長期借入金 1,203,706 375,792

リース債務 3,000 3,458

退職給付引当金 213,744 203,039

役員退職慰労引当金 － 99,027

その他 89,617 －

固定負債合計 1,510,068 681,317

負債合計 2,777,168 3,176,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 836,140 812,783

自己株式 △1,052 △902

株主資本合計 1,829,541 1,806,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,089 6,209

為替換算調整勘定 16,098 14,157

評価・換算差額等合計 17,187 20,366

少数株主持分 35,089 35,757

純資産合計 1,881,818 1,862,458

負債純資産合計 4,658,986 5,038,804



（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) 

売上高 2,149,338 2,006,093

売上原価 1,614,347 1,532,395

売上総利益 534,990 473,697

販売費及び一般管理費   

役員報酬 39,057 43,066

給料及び手当 148,889 137,372

賞与引当金繰入額 13,504 14,922

退職給付費用 8,603 4,306

役員退職慰労引当金繰入額 3,580 －

減価償却費 5,395 4,818

その他 138,654 137,851

販売費及び一般管理費合計 357,685 342,337

営業利益 177,304 131,360

営業外収益   

受取利息 726 154

受取配当金 344 364

保険解約返戻金 3,861 －

その他 7,456 3,736

営業外収益合計 12,388 4,256

営業外費用   

支払利息 24,740 18,902

為替差損 19,406 18,850

その他 1,523 901

営業外費用合計 45,670 38,654

経常利益 144,022 96,961

特別利益   

貸倒引当金戻入額 242 －

固定資産売却益 － 21

特別利益合計 242 21

特別損失   

固定資産除売却損 244 39

特別損失合計 244 39

税金等調整前四半期純利益 144,019 96,943

法人税、住民税及び事業税 63,583 60,891

法人税等調整額 29,079 △12,743

法人税等合計 92,662 48,147

少数株主損益調整前四半期純利益 － 48,795

少数株主損失（△） △2,558 △1,499

四半期純利益 53,916 50,295



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（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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