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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 5,332 △16.1 306 △36.7 208 △54.5 △90 ―
22年3月期第2四半期 6,352 141.8 484 ― 458 ― 76 ―

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 △0.20 ―
22年3月期第2四半期 0.17 ―

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 15,890 6,972 26.2 9.25
22年3月期 15,697 6,907 27.2 9.48

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  4,165百万円 22年3月期  4,265百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
23年3月期 ― ―
23年3月期 
（予想）

― 0.05 0.05

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 12,000 4.5 500 △6.1 400 △24.5 100 78.7 0.22

        



(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、金融商品取引法の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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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.３「その他」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 450,993,208株 22年3月期 450,993,208株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q 835,611株 22年3月期 832,492株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 450,159,157株 22年3月期2Q 450,169,992株
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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のわが国経済は、輸出・生産の増加、コストの削減などの要因により企業収益が改善し

  また設備投資も持ち直しつつあるものの、第２四半期後半は、世界経済の減速、円高等により輸出・生産の増加ペー

  スが鈍化し、景気の先行きに不透明感が強まりました。 

   かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、5,332百万円と前年同四半期と比べ1,020百万(△16.1％） 

    減少しました。また営業利益は、306百万円と前年同四半期と比べ178百万円(△36.7%)減少、経常利益は、208百万円

    と前年同四半期と比べ249百万円（△54.5%)減少、四半期純損失は、90百万円(前年同期四半期純利益76百万円)とな 

    りました。 

   セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  製造供給事業 

    製造供給事業は、大幅に回復しております。但し、国内の設備投資の低迷及び円高等により輸出が回復に至らず

売上高は、1,514百万円となり、営業損失は、9百万円となりました。 

  住宅関連事業 

 住宅関連事業は、住宅着工の穏やかな回復、コスト削減効果が見られるものの、当社グループのマンション引渡し

が下期に集中する傾向があるため、売上高は3,629百万円となり、営業利益は、332百万円となりました。 

  投資・流通サービス事業 

投資・流通サービス事業の売上高は、217百万円となり、営業利益は、33百万円となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ192百万円増加し、15,890百万円となりました。

  主な要因は、現金及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金が増えたことなどによります。 

   また、負債は、前連結会計年度末に比べ、127百万円増加し、8,917百万円となりました。主な要因は、未払法人税 

    等が増加したことなどによります。 

   この結果、純資産は前連結会計期間末に比べ65百万円増加し、6,972百万円となりました。 

  

 （３）キャッシュ・フローの状況 

   当第２四半期連結累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、前連結会計年度末より

  558百万円（△32.9%）減少し、1,136百万円となりました。 

   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） 

   当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、171百万円（前年同四半期は211百万円の収入）  

    となりました。主な要因は、売上債権、たな卸資産の増加など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） 

   当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、62百万円（前年同四半期620百万円の支出）と  

    なりました。主な要因は、定期預金の払戻しによる収入などによるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出は、324百万円（前年同四半期206百万円の支出）と 

    なりました。主な要因は、社債の償還による支出などによるものであります。 

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 （注）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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

    売上高（百万円）  営業利益（百万円）  経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

   通  期 12,000 500  400 100
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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高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計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。 

②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しております。

③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 

 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

状況等に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測及びタックスプ

ランニングを利用する方法により算定しております。  

  

（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等の適用 

  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。なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であり

ます。 

  

２．その他の情報
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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 1,270,651 2,055,985

受取手形及び売掛金 1,552,777 1,154,195

たな卸資産 2,742,030 2,456,500

短期貸付金 2,102,915 1,844,001

繰延税金資産 36,975 41,926

その他 340,906 286,006

貸倒引当金 △63,345 △55,867

流動資産合計 7,982,911 7,782,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,257,002 2,224,890

機械装置及び運搬具 463,609 461,128

土地 3,567,205 3,542,023

建設仮勘定 68,851 59,933

その他 101,708 101,352

減価償却累計額 △1,684,572 △1,629,647

減損損失累計額 △230,537 △230,537

有形固定資産合計 4,543,267 4,529,144

無形固定資産   

のれん 681,398 726,514

その他 284,990 161,539

無形固定資産合計 966,388 888,053

投資その他の資産   

投資有価証券 76,414 51,764

関係会社株式 1,859,949 1,990,169

長期貸付金 64,739 49,332

繰延税金資産 26,644 43,956

その他 442,860 493,650

貸倒引当金 △72,564 △131,189

投資その他の資産合計 2,398,045 2,497,683

固定資産合計 7,907,701 7,914,881

資産合計 15,890,613 15,697,630
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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 1,050,222 1,035,069

短期借入金 1,379,125 1,402,966

1年内返済予定の長期借入金 521,545 575,862

1年内償還予定の社債 364,500 262,000

未払法人税等 155,600 63,367

完成工事補償引当金 82,296 90,915

賞与引当金 23,910 23,300

その他 2,307,555 2,343,569

流動負債合計 5,884,755 5,797,051

固定負債   

社債 414,000 772,500

長期借入金 1,544,073 1,695,493

繰延税金負債 13,254 21,106

退職給付引当金 125,470 121,035

その他 936,314 383,046

固定負債合計 3,033,113 2,993,181

負債合計 8,917,869 8,790,232

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,077,766 2,077,766

資本剰余金 973,803 973,803

利益剰余金 1,138,740 1,238,388

自己株式 △18,139 △18,094

株主資本合計 4,172,170 4,271,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,189 △5,924

評価・換算差額等合計 △6,189 △5,924

少数株主持分 2,806,763 2,641,457

純資産合計 6,972,744 6,907,397

負債純資産合計 15,890,613 15,697,630
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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 6,352,445 5,332,322

売上原価 4,089,152 3,321,464

売上総利益 2,263,293 2,010,857

販売費及び一般管理費 1,778,616 1,704,245

営業利益 484,677 306,612

営業外収益   

受取利息 2,645 10,230

受取配当金 1,639 2,175

負ののれん償却額 6,080 6,080

その他 86,915 51,304

営業外収益合計 97,280 69,790

営業外費用   

支払利息 59,619 42,990

持分法による投資損失 13,247 84,122

その他 50,954 40,887

営業外費用合計 123,820 168,000

経常利益 458,137 208,402

特別利益   

前期損益修正益 6,100 －

貸倒引当金戻入額 19,651 4,453

賞与引当金戻入額 5,000 －

退職給付引当金戻入額 14,250 －

受取補償金 － 33,383

その他 3 －

特別利益合計 45,005 37,836

特別損失   

貸倒損失 38,101 1,006

固定資産除却損 4,832 19

前期損益修正損 279 －

その他 － 1,137

特別損失合計 43,213 2,164

税金等調整前四半期純利益 459,929 244,075

法人税、住民税及び事業税 248,571 142,549

法人税等調整額 26,345 15,547

過年度法人税等 － 11,420

法人税等合計 274,917 169,517

少数株主損益調整前四半期純利益 － 74,557

少数株主利益 108,211 165,365

四半期純利益又は四半期純損失（△） 76,800 △90,808
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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 3,596,794 3,226,368

売上原価 2,197,473 1,981,760

売上総利益 1,399,320 1,244,608

販売費及び一般管理費 850,684 945,233

営業利益 548,636 299,374

営業外収益   

受取利息 1,056 5,509

受取配当金 1,169 914

負ののれん償却額 3,040 3,040

その他 84,365 24,209

営業外収益合計 89,631 33,674

営業外費用   

支払利息 30,419 24,094

為替差損 5,454 －

持分法による投資損失 － 23,215

その他 19,771 14,002

営業外費用合計 55,646 61,311

経常利益 582,621 271,736

特別利益   

賞与引当金戻入額 5,000 －

退職給付引当金戻入額 14,250 －

受取補償金 － 33,383

特別利益合計 19,250 33,383

特別損失   

貸倒損失 － 1,006

固定資産除却損 4,443 19

その他 － 90

特別損失合計 4,443 1,116

税金等調整前四半期純利益 597,429 304,003

法人税、住民税及び事業税 209,913 111,828

法人税等調整額 56,816 315

法人税等合計 266,729 112,143

少数株主損益調整前四半期純利益 － 191,859

少数株主利益 97,423 196,708

四半期純利益又は四半期純損失（△） 233,276 △4,849
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（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 459,929 244,075

減価償却費 55,916 50,903

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,982 4,435

貸倒損失 38,101 1,006

のれん償却額 45,116 45,116

為替差損益（△は益） 8,091 6,865

固定資産除却損 4,832 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,807 △51,147

受取利息及び受取配当金 △4,284 △12,405

支払利息 59,619 48,618

持分法による投資損益（△は益） 13,247 84,122

売上債権の増減額（△は増加） 124,327 △396,532

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,645 △285,530

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,636 4,569

仕入債務の増減額（△は減少） △332,187 △8,450

その他 △113,820 184,784

小計 301,431 △79,552

利息及び配当金の受取額 4,552 6,308

利息の支払額 △59,964 △48,262

法人税等の支払額 △34,491 △50,316

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,528 △171,822

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 △14,303 △83,493

定期預金の払戻による収入 － 310,270

関係会社株式の取得による支出 － △10,000

投資有価証券の取得による支出 － △5,000

有形固定資産の取得による支出 △23,813 △69,956

有形固定資産の売却による収入 － 887

無形固定資産の取得による支出 － △123,893

貸付けによる支出 △512,231 △879,343

貸付金の回収による収入 － 744,458

差入保証金の差入による支出 － △9,501

投資その他の資産の増減額（△は増加） △69,909 63,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △620,256 △62,282

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 117,536 366,622

短期借入金の返済による支出 － △368,189

長期借入れによる収入 － 45,000

長期借入金の返済による支出 △132,082 △103,000

社債の償還による支出 △182,500 △256,000

自己株式の取得による支出 △222 △45

配当金の支払額 △9,009 △8,841

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,277 △324,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △615,005 △558,557

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,751 1,695,350

現金及び現金同等物の四半期末残高 546,746 1,136,793
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該当事項はありません。   

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年  

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

  

  １．報告セグメントの概要  

   当社の報告セグメントにつきましては、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締

役会が、事業の業績を評価し、また経営資源の配分など、定期的に検討を行う対象となっております。当社は、本

社に営業統括をおき、事業活動を展開しております。なお、「製造供給事業」「住宅関連事業」「投資・流通サー

ビス事業」を報告セグメントとしております。「製造供給事業」は、押出機、土木試験機、ATM筐体、各種容器及

びプリント基板等の製造・販売を行っております。「住宅関連事業」は、ログハウスの設計・施工・監理、販売用

不動産の販売、マンションの建築及び販売、住宅の防蟻、防水、断熱工事等を行っております。「投資・流通サー

ビス」は、投資再生支援、パソコン周辺機器、部品及びソフト等の販売等を行っております。 

  

  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 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） 

（単位：千円）

  

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） 

（単位：千円）

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業  

計 

売上高         

外部顧客への売上高   1,514,656   3,610,356   207,310   5,332,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  －   18,979   10,287   29,266

計   1,514,656   3,629,335   217,597   5,361,588

セグメント利益又は損失(△)   △9,198   332,807   33,861   357,470

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業  

計 

売上高         

外部顧客への売上高   812,495   2,295,924   117,949   3,226,368

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  －   8,728   5,144   13,872

計   812,495  2,304,652   123,093   3,240,240

セグメント利益又は損失(△)   △17,651   314,931   27,578   324,858
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

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） 

 （単位：千円） 

  

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） 

 （単位：千円）  

   

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

 重要な変動はありません。  

（重要な負ののれん発生益） 

 重要な負ののれんの発生益はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

利益 金額   

報告セグメント計   357,470

セグメント間取引消去   338

のれんの償却額   △51,196

四半期連結損益計算書の営業利益   306,612

利益 金額   

報告セグメント計   324,858

セグメント間取引消去   114

のれんの償却額   △25,598

四半期連結損益計算書の営業利益  299,374

（６）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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