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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 11,301 △16.9 292 △14.7 292 △16.0 △127 ―

22年３月期第２四半期 13,598 8.4 342 157.3 348 123.2 213 ―

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 △10 .69 ―

22年３月期第２四半期 17 .99 ―

 (2) 連結財政状態

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 34,648 13,671 38.9 1,133 .12

22年３月期 35,520 14,071 39.0 1,165 .73

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 13,472百万円 22年３月期 13,862百万円

2. 配当の状況

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 ― 10 .00 10 .00

23年３月期 ― 0 .00

23年３月期(予想) ― 10 .00 10 .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、通期は対前期増減率)

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 26,000 △8.7 470 △62.2 460 △61.6 △80 － △6 .73

m-ando
新規スタンプ



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

  

  

・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が、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財務諸表のレビュー手続は終了してお

ります。 

  

・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、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「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.４「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (社名         )、除外  ―社 (社名         )

(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
 

 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 12,000,000株 22年３月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 110,095株 22年３月期 108,616株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 11,890,974株 22年３月期２Ｑ 11,891,733株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当社グループの関連業界におきましては、総じて設備投資は抑制状態にあり、特に電力・通信関連事業

における新設鉄塔の設備投資一巡や建築・道路関連事業における需要低迷など、厳しい事業環境が続きま

した。  

このような状況のなか、当社グループは、お客様志向の技術提案型営業による需要の創出や関連市場へ

の営業展開を積極的に推進するとともに生産性の向上、コスト削減に取り組み、堅調に推移してまいりま

したが、鉄骨関係のマンション建築需要の大幅な落ち込みから,当第２四半期連結累計期間における売上

高は前年同四半期比22億97百万円減少の113億１百万円となりました。 

利益の面では営業利益につきましては、鉄骨関係の第３四半期以降売上予定の不採算案件の棚卸資産の

簿価切下額等３億43百万円を売上原価に計上したことにより、前年同四半期比50百万円減少の２億92百万

円となり、経常利益につきましては、前年同四半期比55百万円減少の２億92百万円となりました。  

また、四半期純損失につきましては、資産除去債務会計基準の適用に伴い１億28百万円を特別損失に計

上したため１億27百万円（前年同四半期は２億13百万円の四半期純利益）となりました。 

  

  

セグメント別の状況は、次のとおりであります。 

  

（電力・通信関連事業） 

金物関係においては、電力用金物、通信用金物とも需要は比較的安定的に推移し、鋼管柱類の販売が増加

したことにより好調に推移しました。鉄塔関係においても、通信用鉄塔の新設需要は低調でしたが、前期よ

り繰越の鉄塔撤去工事等の大型件名があり前年同期並みに推移しました。 

その結果、売上高は68億21百万円となりました。 

  

（建築・道路関連事業） 

鉄骨関係は不動産市況の悪化に伴い大幅に需要が低迷しました。道路施設機材関係においても新規大型件

名はありませんでしたが、前期より繰越のトンネル内施設工事等の大型件名があり、前年同期並みに推移し

ました。 

その結果、売上高は30億32百万円となりました。 

  

（碍子・樹脂関連事業） 

碍子・樹脂関係においては、需要は比較的堅調に推移しました。 

その結果、売上高は14億47百万円となりました。 

  

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
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（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べ８億71百万円減少し、346億48百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ７億74百万円減少し、178億8百万円となりました。主な要因は現

金及び預金５億30百万円と仕掛品11億35百万円が増加しましたが、受取手形及び売掛金が22億89百万円減

少したことによるものであります。  

固定資産は、前連結会計年度末に比べ97百万円減少し、168億40百万円となりました。主な要因は投資

有価証券が２億44百万円減少したことによるものであります。  

（負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ３億66百万円減少し、116億13百万円となりました。主な要因は

１年内償還予定の社債が３億35百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金４億54百万円と短期借入金３

億６百万円が減少したことによるものであります。  

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億4百万円減少し、93億63百万円となりました。主な要因は長

期借入金が１億77百万円増加しましたが、社債が３億68百万円減少したことによるものであります。  

（純資産）  

純資産は、前連結会計年度末に比べ４億円減少し、134億71百万円となりました。主な要因は、利益剰

余金２億46百万円とその他有価証券評価差額金が１億41百万円減少したことによるものであります。  

  

連結業績予測につきましては、最近の業績動向等を踏まえ、平成22年５月14日に公表しました通期業績

予想を修正いたしました。 

なお、当該予想に関する詳細につきましては、平成22年11月４日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

(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。 

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 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利益が1,389千円、経常利益が2,679千円、税金等調整

前四半期純利益が131,387千円減少しております。 

② 連結財務諸表に関する会計基準の適用 

「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)に基づき財務諸表等規

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)の適用に伴い、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」の科目を表示しております。 

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 5,535,454 5,005,066

受取手形及び売掛金 5,243,963 7,533,162

製品 1,202,621 1,229,889

仕掛品 4,787,168 3,651,913

原材料及び貯蔵品 639,975 625,511

その他 411,793 557,471

貸倒引当金 △12,393 △20,154

流動資産合計 17,808,583 18,582,860

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,763,060 2,811,340

機械及び装置（純額） 987,269 909,999

土地 10,514,457 10,513,457

その他（純額） 155,654 167,132

有形固定資産合計 14,420,442 14,401,929

無形固定資産 132,940 125,151

投資その他の資産

投資有価証券 1,298,078 1,542,147

その他 1,027,598 905,361

貸倒引当金 △38,773 △37,248

投資その他の資産合計 2,286,903 2,410,260

固定資産合計 16,840,285 16,937,341

資産合計 34,648,869 35,520,201
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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 5,985,215 6,439,460

短期借入金 2,280,304 2,586,550

1年内返済予定の長期借入金 545,783 498,961

1年内償還予定の社債 401,000 66,000

未払法人税等 206,291 452,476

賞与引当金 341,065 336,512

役員賞与引当金 － 92,450

その他 1,854,282 1,507,712

流動負債合計 11,613,942 11,980,124

固定負債

社債 2,746,000 3,114,000

長期借入金 1,004,461 826,699

再評価に係る繰延税金負債 2,453,967 2,453,967

退職給付引当金 2,580,057 2,617,565

役員退職慰労引当金 258,018 318,221

その他 321,314 138,234

固定負債合計 9,363,818 9,468,686

負債合計 20,977,761 21,448,810

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

資本剰余金 30,708 30,708

利益剰余金 9,201,702 9,447,734

自己株式 △29,206 △28,720

株主資本合計 9,803,204 10,049,722

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 95,341 237,002

繰延ヘッジ損益 △1,240 －

土地再評価差額金 3,575,436 3,575,436

評価・換算差額等合計 3,669,537 3,812,438

少数株主持分 198,365 209,229

純資産合計 13,671,107 14,071,390

負債純資産合計 34,648,869 35,520,201
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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 13,598,875 11,301,343

売上原価 11,887,088 9,635,129

売上総利益 1,711,787 1,666,213

販売費及び一般管理費 1,369,058 1,373,977

営業利益 342,728 292,235

営業外収益

受取利息 2,436 2,008

受取配当金 18,730 21,520

受取賃貸料 58,914 62,866

負ののれん償却額 37,709 3,529

その他 19,872 19,074

営業外収益合計 137,663 108,999

営業外費用

支払利息 68,138 55,357

賃貸費用 33,832 34,528

その他 29,876 18,623

営業外費用合計 131,847 108,509

経常利益 348,544 292,726

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,803 6,235

固定資産売却益 1,426 －

その他 353 －

特別利益合計 10,582 6,235

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 128,708

投資有価証券評価損 － 12,109

固定資産除却損 22,548 6,744

固定資産売却損 1,796 －

その他 1,174 4,384

特別損失合計 25,519 151,946

税金等調整前四半期純利益 333,607 147,015

法人税、住民税及び事業税 80,718 202,288

法人税等調整額 28,054 77,009

法人税等合計 108,772 279,298

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △132,282

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,852 △5,164

四半期純利益又は四半期純損失（△） 213,982 △127,117
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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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