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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我が国経済は、企業収益の改善等緩やかな回復基調にあるものの、急激な円

高やデフレの進行、改善が進まない雇用情勢等先行きの不透明感が払拭できず、依然として厳しい状況で推移いた

しました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、住宅着工数は持ち直しの動きがみられるものの、民間設備投資の抑

制や公共投資の低迷等により、厳しい状況が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループは首都圏を中心に営業活動を強化し受注拡大に努め、コスト

削減による利益確保に重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は68億５百万円（前年同四半期比10.1％減）となりました。ま

た、利益面につきましては、売上高の減少に加え、一部不採算工事の発生により、営業損失は70百万円（前年同四

半期は営業利益60百万円）、経常損失は40百万円（前年同四半期は経常利益88百万円）、四半期純損失は54百万円

（前年同四半期は四半期純利益12百万円）となりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期の割合が大き

く、また、販売費及び一般管理費の上半期・下半期の変動は小さいことから、下半期に利益が偏重する季節的変動

があります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、設備工事業者向け商品販売の減少や価格競争の激化等により、売上高は31億

80百万円となり、営業損失は１億４百万円となりました。 

 工事事業につきましては、新設工事が減少したことにより、売上高は33億72百万円となり、営業利益は99百万円

となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、54億71百万円となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は２億52百万円となり、営業利益は17百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状態   

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて９億88百万円減

少し145億10百万円、負債の部は８億35百万円減少し62億44百万円、純資産の部は１億53百万円減少し82億66百万

円となりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が７億70百万円、未成工事支出金が

２億29百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛

金並びに営業未収入金の合計額が18億63百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が１億９百万円増加したことによるも

のであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金が５億91百万円、未払法人税等が

２億76百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な減少要因といたしましては、利益剰余金が１億28百万円減少したことによるものであります。

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末と比べ７億78百万円増加し、38億56百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因

は次のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は６億11百万円（前年同四半期比0.2％減）となりました。収入の主な要因といた

しましては、売上債権の減少額18億59百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、たな卸資産の増加額２

億85百万円、仕入債務の減少額５億91百万円及び法人税等の支払額２億97百万円等であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は１億43百万円（前年同四半期は３億74百万円の使用）となりました。収入の主な

要因といたしましては、定期預金の払戻による収入４億39百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、定

期預金の預入による支出２億46百万円等であります。 
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（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は23百万円（前年同四半期比9.2％減）となりました。収入の主な要因といたしま

しては、短期借入れによる収入５億25百万円であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返済による

支出４億15百万円、配当金の支払額73百万円等であります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、平成22年５月14日付「平成22年３月期決算短信」で公表いた

しました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成22年11月１日に公表いたしました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 

（たな卸資産の評価方法） 

 たな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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第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。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。 

  

（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損失（△）」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

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 4,561,308 3,790,982

受取手形及び売掛金 3,678,096 5,228,150

営業未収入金 1,120,759 1,434,601

有価証券 20,568 20,559

商品 334,840 294,066

未成工事支出金 1,274,238 1,044,587

原材料及び貯蔵品 29,879 14,895

繰延税金資産 149,363 133,377

その他 101,493 99,604

貸倒引当金 △14,841 △20,405

流動資産合計 11,255,707 12,040,421

固定資産   

有形固定資産 1,723,942 1,722,271

無形固定資産 44,484 49,014

投資その他の資産   

投資有価証券 586,956 625,219

その他 913,987 1,073,226

貸倒引当金 △14,658 △11,163

投資その他の資産合計 1,486,286 1,687,282

固定資産合計 3,254,713 3,458,568

資産合計 14,510,421 15,498,990



（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 3,675,219 4,267,062

短期借入金 1,255,000 1,145,450

未払法人税等 27,986 304,756

未成工事受入金 411,908 423,594

賞与引当金 213,529 203,536

役員賞与引当金 13,500 32,590

完成工事補償引当金 14,425 17,195

工事損失引当金 46,200 －

その他 170,945 239,695

流動負債合計 5,828,715 6,633,879

固定負債   

繰延税金負債 77,181 87,144

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

役員退職慰労引当金 139,175 149,370

負ののれん 1,554 3,109

その他 46,656 55,322

固定負債合計 415,555 445,934

負債合計 6,244,271 7,079,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 7,379,572 7,508,394

自己株式 △8,187 △7,070

株主資本合計 8,495,785 8,625,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,547 69,812

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △339,917 △316,652

少数株主持分 110,281 110,104

純資産合計 8,266,149 8,419,176

負債純資産合計 14,510,421 15,498,990



（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 7,570,882 6,805,257

売上原価 6,258,909 5,713,930

売上総利益 1,311,973 1,091,326

販売費及び一般管理費 1,251,586 1,161,598

営業利益又は営業損失（△） 60,386 △70,271

営業外収益   

受取配当金 9,172 9,626

受取賃貸料 13,352 11,251

持分法による投資利益 4,393 3,020

その他 15,328 20,771

営業外収益合計 42,247 44,670

営業外費用   

支払利息 10,401 8,899

その他 3,858 6,374

営業外費用合計 14,260 15,274

経常利益又は経常損失（△） 88,374 △40,875

特別利益   

固定資産売却益 17 －

投資有価証券売却益 － 6,963

貸倒引当金戻入額 － 2,069

特別利益合計 17 9,032

特別損失   

固定資産売却損 759 140

固定資産除却損 1,080 504

投資有価証券評価損 － 7,168

会員権評価損 － 1,150

特別損失合計 1,839 8,963

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（△）

86,552 △40,807

法人税、住民税及び事業税 60,587 23,641

法人税等調整額 △43 △11,055

法人税等合計 60,543 12,585

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △53,392

少数株主利益 13,223 1,475

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,784 △54,868



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

86,552 △40,807

減価償却費 45,310 45,612

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,643 △2,069

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,320 9,993

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,930 △19,090

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,760 △2,770

工事損失引当金の増減額（△は減少） △14,000 46,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,189 △15,618

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,990 △10,195

受取利息及び受取配当金 △13,369 △12,378

支払利息 10,401 8,899

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,963

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,168

持分法による投資損益（△は益） △4,393 △3,020

売上債権の増減額（△は増加） 1,990,100 1,859,641

たな卸資産の増減額（△は増加） △298,325 △285,274

仕入債務の増減額（△は減少） △653,862 △591,842

未成工事受入金の増減額（△は減少） △297,941 △11,685

未払消費税等の増減額（△は減少） － △48,107

その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,687 －

その他 22,778 △22,102

小計 884,637 905,590

利息及び配当金の受取額 15,037 13,759

利息の支払額 △11,854 △9,947

法人税等の支払額 △274,758 △297,471

営業活動によるキャッシュ・フロー 613,061 611,930

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △100,000 －

有価証券の売却による収入 100,000 －

定期預金の預入による支出 △1,499,433 △246,375

定期預金の払戻による収入 1,191,629 439,025

有形固定資産の取得による支出 △40,308 △39,395

その他 △26,047 △9,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,160 143,464

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 475,000 525,000

短期借入金の返済による支出 △365,000 △415,000

配当金の支払額 △73,707 △73,813

その他 △10,635 △12,896

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,656 23,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 264,557 778,684

現金及び現金同等物の期首残高 3,017,705 3,077,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,282,263 3,856,491



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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