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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 3,746 △42.5 △51 ― 5 ― △2 ―
22年3月期第2四半期 6,519 115.1 34 ― △12 ― △18 ―

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 △0.11 ―
22年3月期第2四半期 △0.87 ―

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 10,373 4,384 42.3 211.88
22年3月期 12,088 4,434 36.7 214.28

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,384百万円 22年3月期  4,434百万円

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 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 2.00 2.00

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 12,700 △9.9 200 △28.1 290 26.6 280 39.3 13.53



(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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.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3月期2Q 20,746,000株 22年3月期  20,746,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  55,396株 22年3月期  54,575株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 20,690,993株 22年3月期2Q 20,693,963株
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（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 

 １．簡便な会計処理 

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切り下げに関しては、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もり、簿価切り下げを行う方法によっております。 

②原価差異の配賦方法 

棚卸資産への按分計算については実施せず、当第２四半期連結累計期間において発生した原価差異の全額を

売上原価へ計上しております。 

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、連結会計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。 

 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。 

（３）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、当第２四半期連結累計期間の営業損失は56千円増加し、経常利益は56千円減少しており、税金等

調整前四半期純利益は2,678千円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は3,450千円であります。 

 ２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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損失」の科目で表示しております。 

  

１．その他の情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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 175,440 440,064

受取手形及び売掛金 4,345,727 6,393,177

商品及び製品 1,018,112 815,671

仕掛品 1,272,734 896,441

原材料及び貯蔵品 34,672 31,491

短期貸付金 50,020 50,140

その他 120,140 72,569

貸倒引当金 △40,791 △49,256

流動資産合計 6,976,054 8,650,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,526,735 1,519,190

減価償却累計額 △1,125,538 △1,094,249

建物及び構築物（純額） 401,197 424,941

機械装置及び運搬具 2,581,186 2,590,661

減価償却累計額 △2,276,290 △2,228,374

機械装置及び運搬具（純額） 304,896 362,287

土地 2,098,731 2,098,731

リース資産 40,294 28,980

減価償却累計額 △16,376 △11,466

リース資産（純額） 23,918 17,514

建設仮勘定 64,858 －

その他 205,404 204,357

減価償却累計額 △184,990 △182,658

その他（純額） 20,414 21,699

有形固定資産合計 2,914,014 2,925,172

無形固定資産 15,834 17,630

投資その他の資産   

投資有価証券 309,766 327,123

破産更生債権等 37,808 37,808

その他 157,298 167,741

貸倒引当金 △37,808 △37,808

投資その他の資産合計 467,064 494,864

固定資産合計 3,396,912 3,437,666

資産合計 10,372,966 12,087,963
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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 2,368,533 3,590,410

短期借入金 951,088 1,334,094

未払法人税等 12,679 18,690

前受金 107,487 19

賞与引当金 117,824 116,619

完成工事補償引当金 48,304 59,644

工事損失引当金 1,367 39,370

その他 253,795 307,206

流動負債合計 3,861,077 5,466,052

固定負債   

繰延税金負債 611,734 614,675

退職給付引当金 1,134,422 1,135,565

役員退職慰労引当金 30,771 46,102

負ののれん 329,040 374,021

資産除去債務 3,471 －

その他 18,618 17,819

固定負債合計 2,128,056 2,188,182

負債合計 5,989,133 7,654,234

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,665,000 1,665,000

資本剰余金 1,006,641 1,006,641

利益剰余金 1,707,707 1,751,419

自己株式 △14,223 △14,153

株主資本合計 4,365,125 4,408,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,708 24,822

評価・換算差額等合計 18,708 24,822

純資産合計 4,383,833 4,433,729

負債純資産合計 10,372,966 12,087,963
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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：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 6,519,350 3,746,361

売上原価 5,673,232 3,077,510

売上総利益 846,118 668,851

販売費及び一般管理費   

販売費 499,915 409,897

一般管理費 312,677 309,571

販売費及び一般管理費合計 812,592 719,468

営業利益又は営業損失（△） 33,526 △50,617

営業外収益   

受取利息 260 9,819

受取配当金 814 848

たな卸資産売却益 5,528 1,444

負ののれん償却額 5,725 44,980

その他 7,125 16,220

営業外収益合計 19,452 73,311

営業外費用   

支払利息 19,417 7,378

売上債権売却損 14,872 －

持分法による投資損失 25,740 7,760

その他 5,346 2,773

営業外費用合計 65,375 17,911

経常利益又は経常損失（△） △12,397 4,783

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 2,476 －

保険解約返戻金 － 3,212

特別利益合計 2,476 3,212

特別損失   

投資有価証券評価損 3,092 －

ゴルフ会員権評価損 286 286

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,622

特別損失合計 3,378 2,908

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（△）

△13,299 5,087

法人税、住民税及び事業税 4,644 7,417

法人税等合計 4,644 7,417

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,330

四半期純損失（△） △17,943 △2,330
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  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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