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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 11,721 △5.1 228 ― 149 39.9 △157 ―
22年3月期第2四半期 12,349 △2.4 16 38.0 106 △67.5 31 △74.3

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 △7.36 ―
22年3月期第2四半期 1.48 ―

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 36,231 28,042 77.4 1,309.01
22年3月期 40,272 28,633 71.1 1,336.57

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  28,042百万円 22年3月期  28,633百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ―
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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 28,000 △4.7 400 478.9 450 △23.7 150 ― 7.00



(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、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。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「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「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 23,805,000株 22年3月期  23,805,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,382,635株 22年3月期  2,381,927株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 21,422,744株 22年3月期2Q  21,426,863株



  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

  

  上記の業績予想は、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。 

  

  

（参考） 平成23年3月期の個別業績予想（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 24,000 △8.3 250 - 300 △36.2 50 - 2.33

※ 業績予想の適切な利用に関する説明
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や東南アジアを中心とする海外経済の改善や

政府の経済政策の効果などにより、国内景気は持ち直しの兆しが見えはじめました。一方、雇用や所得

環境は依然として回復の動きが見えないままであり、株安や円高の影響などを受け、経済情勢は厳しい

状況にあり、景気の動向は低調なまま推移いたしました。 

 建設業界におきましては、省エネ減税や猛暑による特需効果があったものの、総じて民間設備投資に

は力強さはなく、公共投資は国や地方の予算削減の影響を受け、受注環境は一段と厳しい状況にありま

した。 

 このような経営環境のもとで、当社グループは営業力の強化を重点課題として、積極的な営業活動を

展開してまいりました。 

 このような結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高は104億19百万円（前年同四半期比

31.0％減）となり、売上高は117億21百万円（前年同四半期比5.1％減）となりました。収益面では営業

利益２億28百万円となり、為替差損や投資有価証券評価損の影響により経常利益１億49百万円、四半期

純損失１億57百万円を計上する結果となりました。 

  

 (資産、負債および純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ40億41百万円減少し、362億31

百万円となりました。主な要因は、現金預金が３億74百万円増加したことに対し、受取手形・完成工事

未収入金等が25億49百万円、未成工事支出金が９億26百万円、投資有価証券が６億86百万円それぞれ減

少したことなどによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ34億50百万円減少し、81億89百万円となりました。主な要因

は、支払手形・工事未払金等が21億７百万円、未成工事受入金が12億29百万円それぞれ減少したことな

どによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億91百万円減少し、280億42百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の減少３億72百万円、その他有価証券評価差額金が２億10百万円減少したことなどによ

るものです。 

 (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

年度末に比べ、４億74百万円増加し、138億５百万円となりました。 

 当第２四半期連結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主要な要因は、次のとお

りであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、５億47百万円の収入（前年同四半期は、２億23百万円の支

出）となりました。主な要因は、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が29百万円と

なった他、売上債権の回収25億41百万円に伴う資金の増加、仕入債務の減少21億２百万円に伴う資金の

減少などによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億50百万円の収入（前年同四半期は、２億33百万円の収

入）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出27百万円に伴う資金の減少や投資有価

証券の売却による収入１億41百万円に伴う資金の増加になどによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億31百万円の支出（前年同四半期は、２億40百万円の支

出）となりました。主な要因は、短期借入金の増加(借入)による収入85百万円に伴う資金の増加や配当

金の支払いによる支出２億13百万円に伴う資金の減少などによるものです。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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 今後の見通しといたしましては、円高による企業業績への影響は少なくなく、製造業の生産や開発拠

点などの海外移転が加速するものと予想され、国内景気の動向は引き続き厳しい状況が続くものと思わ

れます。 

 建設市場におきましては、公共投資の予算削減が継続するものと予想され、民間設備投資についても

企業業績の低迷から厳しい受注環境になるものと懸念されます。 

 このような状況を踏まえ、通期の業績予想につきましては、平成22年８月９日に公表いたしました業

績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

  ①  連結範囲に関する事項の変更

  （連結範囲の変更） 

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したSANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM 

CO.,LTDを連結の範囲に含めております。

 （変更後の連結子会社の数）

５社

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 （一般債権の貸倒見積高の算定方法）

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 （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。

 （法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。

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、かつ、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

予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(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）

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。 

 この変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 （「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用）

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平

成20年３月10日)を適用しております。 

  この変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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

現金預金 12,805,313 12,430,545

受取手形・完成工事未収入金等 6,120,679 8,670,443

有価証券 999,745 999,783

未成工事支出金 2,582,416 3,509,239

その他 2,007,622 2,175,701

貸倒引当金 △1,039,660 △1,040,254

流動資産合計 23,476,115 26,745,458

固定資産

有形固定資産

土地 3,760,146 3,760,146

その他（純額） 1,786,345 1,862,836

有形固定資産合計 5,546,492 5,622,983

無形固定資産 81,435 91,418

投資その他の資産

投資有価証券 2,814,022 3,500,832

投資不動産（純額） 3,684,402 3,693,289

その他 1,073,725 1,064,776

貸倒引当金 △445,000 △446,000

投資その他の資産合計 7,127,150 7,812,898

固定資産合計 12,755,078 13,527,300

資産合計 36,231,193 40,272,759

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,661,301 5,768,941

短期借入金 399,238 322,023

未払法人税等 121,357 121,667

未成工事受入金 2,164,886 3,393,907

引当金 38,788 46,164

その他 950,836 927,412

流動負債合計 7,336,409 10,580,116

固定負債

役員退職慰労引当金 283,896 273,740

その他 568,828 785,516

固定負債合計 852,725 1,059,257

負債合計 8,189,134 11,639,373
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,002

利益剰余金 25,668,294 26,040,644

自己株式 △949,015 △949,331

株主資本合計 27,916,531 28,288,565

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 118,330 329,100

為替換算調整勘定 7,197 15,719

評価・換算差額等合計 125,528 344,820

純資産合計 28,042,059 28,633,385

負債純資産合計 36,231,193 40,272,759
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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 12,349,628 11,721,952

売上原価 10,687,329 9,993,013

売上総利益 1,662,299 1,728,938

販売費及び一般管理費 1,646,173 1,500,523

営業利益 16,125 228,415

営業外収益

受取利息 7,887 7,406

受取配当金 26,366 27,617

受取地代家賃 224,963 196,973

持分法による投資利益 － 18,152

その他 91,616 58,828

営業外収益合計 350,834 308,978

営業外費用

支払利息 5,338 5,246

不動産賃貸費用 55,727 55,966

為替差損 162,867 298,460

持分法による投資損失 9,027 －

その他 27,252 28,393

営業外費用合計 260,212 388,067

経常利益 106,746 149,326

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,841 3,778

投資有価証券売却益 － 61,001

その他 － 1,774

特別利益合計 1,841 66,554

特別損失

投資有価証券評価損 － 243,050

固定資産売却損 5,305 －

その他 1,049 2,000

特別損失合計 6,354 245,050

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（△）

102,234 △29,169

法人税等 70,566 128,412

四半期純利益又は四半期純損失（△） 31,667 △157,582
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 6,740,496 6,434,672

売上原価 5,664,818 5,281,124

売上総利益 1,075,677 1,153,547

販売費及び一般管理費 780,425 741,316

営業利益 295,252 412,231

営業外収益

受取利息 2,991 4,105

受取配当金 3,770 6,239

受取地代家賃 114,572 95,303

持分法による投資利益 － 18,686

その他 44,876 25,817

営業外収益合計 166,211 150,151

営業外費用

支払利息 2,505 2,788

不動産賃貸費用 25,609 26,949

為替差損 212,258 12,400

持分法による投資損失 3,346 －

その他 12,603 15,067

営業外費用合計 256,324 57,206

経常利益 205,139 505,176

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,841 3,778

投資有価証券売却益 － 61,000

その他 － 1,673

特別利益合計 1,841 66,452

特別損失

投資有価証券評価損 － 243,050

固定資産売却損 5,305 －

その他 475 1,365

特別損失合計 5,781 244,415

税金等調整前四半期純利益 201,200 327,213

法人税等 95,268 220,589

四半期純利益 105,931 106,624

 ㈱サンテック(1960)  平成23年３月期  第２四半期決算短信 

－ 8 －



(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（△）

102,234 △29,169

減価償却費 130,671 132,826

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,000 △1,532

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △7,376

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,370 10,155

受取利息及び受取配当金 △34,254 △35,024

支払利息 5,338 5,246

為替差損益（△は益） 30,592 116,301

投資有価証券売却損益（△は益） 200 △61,001

投資有価証券評価損益（△は益） － 243,050

有形固定資産売却損益（△は益） 5,305 △1,774

有形固定資産除却損 849 2,000

持分法による投資損益（△は益） 9,027 △18,152

売上債権の増減額（△は増加） △819,314 2,541,672

未成工事支出金の増減額（△は増加） 189,284 920,592

仕入債務の増減額（△は減少） △1,448,884 △2,102,753

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,948,474 △1,229,641

その他の資産の増減額（△は増加） 481,701 167,273

その他の負債の増減額（△は減少） △475,446 4,839

小計 133,151 657,533

利息及び配当金の受取額 34,254 35,024

利息の支払額 △5,338 △5,246

法人税等の支払額 △385,923 △140,279

営業活動によるキャッシュ・フロー △223,856 547,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △31,736 △27,516

有形固定資産の売却による収入 22,302 1,583

投資有価証券の取得による支出 － △1,027

投資有価証券の売却による収入 700 141,000

投資有価証券の償還による収入 250,000 －

投資不動産の取得による支出 － △13,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

その他 △8,112 △50,549

投資活動によるキャッシュ・フロー 233,153 150,491
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（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)

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） △22,471 85,086

リース債務の返済による支出 △3,146 △3,146

自己株式の売却による収入 － 1,011

自己株式の取得による支出 △1,288 △1,232

配当金の支払額 △213,739 △213,203

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,645 △131,483

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,746 △118,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △244,095 447,177

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 322,938 27,552

現金及び現金同等物の期首残高 11,673,922 13,330,329

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,752,765 13,805,058
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該当事項はありません。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 

  

  

  

  

  

  

(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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4.（参考）四半期個別業績

（参考）平成23年３月期第２四半期の個別業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (1) 個別経営成績(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 9,512 △10.8 173 ― 37 ― △250 ―

22年３月期第２四半期 10,668 △11.0 △102 ― △23 ― △51 ―

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 △11 70 ―

22年３月期第２四半期 △2 40 ―

 (2) 個別財政状態

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 34,491 27,627 80.1 1,289 66

22年３月期 40,250 28,303 70.3 1,321 17

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 27,627百万円 22年３月期 28,303百万円
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 (1) 連結受注実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

 (2) 連結売上実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

5. 補足情報

（生産、受注及び販売の状況）

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 7,404,840 71.1 11,665,123 77.3 △ 4,260,283 △ 36.5

電力工事 1,939,775 18.6 2,679,527 17.7 △ 739,752 △ 27.6

空調給排水工事 662,488 6.4 468,643 3.1 193,844 41.4

機器製作 412,051 3.9 287,278 1.9 124,773 43.4

合計 10,419,156 100.0 15,100,573 100.0 △ 4,681,417 △ 31.0

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 7,839,677 66.9 9,039,656 73.2 △ 1,199,979 △ 13.3

電力工事 3,181,705 27.1 2,708,200 21.9 473,505 17.5

空調給排水工事 400,398 3.4 346,396 2.8 54,001 15.6

機器製作 300,171 2.6 255,374 2.1 44,796 17.5

合計 11,721,952 100.0 12,349,628 100.0 △ 627,675 △ 5.1
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