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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかに回復しつつあるものの、海外経済の減速や為替円高によ

り、回復の動きは弱まっております。企業の業況感は改善が見られ、設備投資も持ち直しに転じつつありますが、

先行きはなお不透明な状態が続いております。 

当業界におきましては、橋梁事業は発注量の減少が続く中、生き残りをかけた熾烈な受注競争が展開され、受注

量の確保が厳しい状況が続きました。鉄構事業におきましても、首都圏での大型再開発工事はあるものの、鉄骨需

要の回復は鈍く、発注単価の下落が続き、受注環境は厳しい状態で推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は平成20年５月に策定した「再生中期経営計画」 終年度の目標達成に向け、会

社の総力を挙げて取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は7,746百万円（前年同四半期比32.8％減）と減少いたしましたが、損益面では、営業利益352

百万円、経常利益419百万円、四半期純利益275百万円を計上することができました。 

しかしながら、受注状況につきましては、鉄構部門で前第２四半期累計期間の実績をわずかに上回ったものの、

橋梁部門では大幅に下回る結果となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は、23,738百万円で前事業年度末比2,710百万円の減少となりました。その主な

要因は受取手形・完成工事未収入金の減少と現金預金および未成工事支出金の増加によるものであります。負債

は、前事業年度末比2,721百万円減少し、7,533百万円となりました。主な要因は未成工事受入金の増加および短期

借入金と支払手形・工事未払金の減少によるものであります。純資産は利益剰余金の増加とその他有価証券評価差

額金の減少により、前事業年度末比10百万円増加し、16,204百万円となりました。 

（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の残高は3,152百万円となり、前事業年度末と比較し617百

万円の増加となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

営業活動の結果得た資金は2,755百万円となりました。これは主に、受取手形・完成工事未収入金の減少と未成工

事受入金の増加によるものであります。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

投資活動の結果得た資金は18百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が有形固定資産

の取得による支出を上回ったからであります。 

[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2,155百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済と配当金の支払いによ

るものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

橋梁事業・鉄構事業ともに受注環境は厳しく、受注量の減少から第３四半期会計期間以降は工場の操業度が悪化

し、通期の業績は第２四半期累計期間を下回る見込みであります。そのため、通期の業績予想につきましては、当

初予想を据え置くことといたします。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 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出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 

① 第１四半期会計期間より、「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。 

これによる損益への影響はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

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９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,152,876 2,535,401

受取手形・完成工事未収入金 6,781,705 10,096,055

有価証券 488,562 －

未成工事支出金 508,804 203,996

材料貯蔵品 5,022 5,022

その他 200,581 109,023

貸倒引当金 △22,790 △31,190

流動資産合計 11,114,763 12,918,309

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,316,572 4,322,364

減価償却累計額 △2,951,710 △2,912,404

建物・構築物（純額） 1,364,861 1,409,960

機械・運搬具 3,516,318 3,506,451

減価償却累計額 △3,032,284 △2,997,679

機械・運搬具（純額） 484,034 508,772

土地 5,641,056 5,641,056

その他 862,912 907,296

減価償却累計額 △803,168 △842,727

その他（純額） 59,744 64,569

有形固定資産計 7,549,696 7,624,358

無形固定資産   

ソフトウエア 92,608 103,689

その他 9,113 9,134

無形固定資産計 101,722 112,823

投資その他の資産   

投資有価証券 4,117,298 4,962,461

従業員に対する長期貸付金 105,088 110,154

その他 860,763 832,955

貸倒引当金 △111,302 △112,347

投資その他の資産計 4,971,847 5,793,223

固定資産合計 12,623,265 13,530,404

資産合計 23,738,028 26,448,714
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 3,223,263 4,405,024

短期借入金 1,400,000 3,500,000

未払法人税等 24,885 36,065

未成工事受入金 1,527,119 269,560

賞与引当金 152,830 159,810

工事損失引当金 775,743 695,556

その他 198,199 882,186

流動負債合計 7,302,040 9,948,202

固定負債   

退職給付引当金 203,807 230,173

その他 27,498 76,134

固定負債合計 231,305 306,307

負債合計 7,533,346 10,254,510

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,706

利益剰余金 6,648,374 6,427,570

自己株式 △138,925 △138,677

株主資本合計 16,296,867 16,076,311

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △92,184 117,893

評価・換算差額等合計 △92,184 117,893

純資産合計 16,204,682 16,194,204

負債純資産合計 23,738,028 26,448,714

高田機工㈱（5923）平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 4 -



（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４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

完成工事高 11,525,277 7,746,988

完成工事原価 10,688,666 6,820,420

完成工事総利益 836,610 926,568

販売費及び一般管理費   

役員報酬 86,373 64,358

従業員給料手当 198,800 208,184

賞与引当金繰入額 39,065 40,860

退職給付引当金繰入額 14,351 17,190

通信交通費 38,772 38,120

貸倒引当金繰入額 2,600 －

雑費 210,237 205,714

販売費及び一般管理費合計 590,201 574,427

営業利益 246,409 352,140

営業外収益   

受取利息 24,561 14,179

受取配当金 25,270 29,381

その他 25,492 44,040

営業外収益合計 75,324 87,601

営業外費用   

支払利息 21,824 12,025

投資有価証券評価損 9,367 －

その他 14,825 8,608

営業外費用合計 46,017 20,633

経常利益 275,715 419,108

特別損失   

投資有価証券評価損 － 133,745

特別損失合計 － 133,745

税引前四半期純利益 275,715 285,363

法人税、住民税及び事業税 9,260 9,420

法人税等合計 9,260 9,420

四半期純利益 266,455 275,943
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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４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 275,715 285,363

減価償却費 134,513 115,513

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,600 △9,445

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,360 △6,980

工事損失引当金の増減額（△は減少） △505,503 80,187

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,876 △26,365

長期未払金の増減額（△は減少） △44,226 △48,636

受取利息及び受取配当金 △49,831 △43,560

支払利息 21,824 12,025

投資有価証券評価損益（△は益） 9,367 133,745

売上債権の増減額（△は増加） △952,217 3,314,350

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,933,787 △304,808

仕入債務の増減額（△は減少） △1,503,128 △1,168,888

未成工事受入金の増減額（△は減少） △475,514 1,257,559

その他の流動資産の増減額（△は増加） 418,894 △143,920

その他の流動負債の増減額（△は減少） 146,594 △651,750

その他 △102,181 △27,418

小計 △704,820 2,766,969

利息及び配当金の受取額 47,965 45,003

利息の支払額 △17,226 △11,085

損害賠償金の支払額 △124,943 △27,335

法人税等の支払額 △18,509 △18,495

営業活動によるキャッシュ・フロー △817,534 2,755,058

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 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 －

投資有価証券の取得による支出 △137,378 △34,572

投資有価証券の売却による収入 188,193 105,839

有形固定資産の取得による支出 △22,117 △50,583

無形固定資産の取得による支出 △6,464 △2,634

短期貸付金の回収による収入 30,000 －

子会社の清算による収入 60,141 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 112,373 18,050

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） △910,000 △2,100,000

配当金の支払額 △33,034 △55,384

自己株式の取得による支出 △518 △248

財務活動によるキャッシュ・フロー △943,553 △2,155,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,648,714 617,475

現金及び現金同等物の期首残高 2,547,496 2,535,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 898,782 3,152,876

高田機工㈱（5923）平成23年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

- 6 -



（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

売上及び受注の状況

売 上 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 7,936 68.9 5,235 67.6 17,123 72.0

鉄 構 3,589 31.1 2,511 32.4 6,660 28.0

11,525 100.0 7,746 100.0 23,784 100.0

受 注 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 2,678 47.2 412 10.8 9,873 61.4

鉄 構 2,999 52.8 3,413 89.2 6,216 38.6

5,678 100.0 3,826 100.0 16,090 100.0

受 注 残 高

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 16,365 80.0 9,550 65.1 14,373 77.3

鉄 構 4,082 20.0 5,130 34.9 4,227 22.7

20,448 100.0 14,680 100.0 18,600 100.0

計

期  別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

(21.4.1～21.9.30） (22.4.1～22.9.30） (21.4.1～22.3.31）

４．補足情報

前事業年度

計

期  別 前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

(平成21年9月30日現在） (平成22年9月30日現在）

計

期  別 

(平成22年3月31日現在）

前事業年度末

(21.4.1～21.9.30） (22.4.1～22.9.30） (21.4.1～22.3.31）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度
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