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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 7,765 △19.0 852 43.2 885 43.2 554 67.4
22年3月期第2四半期 9,586 58.8 595 168.0 618 96.1 331 550.5

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 32.04 ―
22年3月期第2四半期 19.14 ―

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 28,578 15,263 53.4 882.27
22年3月期 34,328 15,049 43.8 869.85

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  15,263百万円 22年3月期  15,049百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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 ― ― ― 8.00 8.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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 15,000 △38.3 900 △52.0 900 △51.4 500 △46.6 28.90
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(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成22年8月12日の前回公表時に記載を見合わせておりました通期連結業績予想については、本資料において記載しております。また、配当予想に関し
ましても修正しております。詳細につきましては、本日付で別途開示しております「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。な
お、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 22,497,059株 22年3月期  22,497,059株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,196,770株 22年3月期  5,196,246株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,300,647株 22年3月期2Q 17,300,813株
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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 

当第２四半期連結累計期間のセグメント別の業績の概況は、以下のとおりです。 

〔鉄塔事業〕 

鉄塔事業については、鉄塔製品の発注が低水準な状況の中、受注確保を図るべく積極的な受注活動に取

り組んでまいりましたが、受注高は 22 億 22 百万円（前年同四半期比 36.8％減）となりました。 

売上高は30億 67百万円（前年同四半期比14.7％減）、受注残高は15億 87百万円（前年同四半期比57.9％

減）となっております。 

〔橋梁事業〕 

橋梁事業については、積極的な応札活動を行ってまいりましたが、受注競争が厳しく、受注高は 11 億

50 百万円（前年同四半期比 43.9％減）となりました。 

売上高は 34 億 9 百万円（前年同四半期比 26.8％減）、受注残高は 37 億 68 百万円（前年同四半期比 75.0％

減）となっております。 

〔不動産事業〕 

不動産事業については、賃料改定等の影響があり、売上高は 12億 89 百万円（前年同四半期比 3.4％減）

となっております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は 33 億 73 百万円（前年同四半期比 39.4％減）、売上

高は 77 億 65 百万円（前年同四半期比 19.0％減）となりました。 

利益面については、営業利益は 8 億 52 百万円（前年同四半期比 43.2％増）、経常利益は 8 億 85 百万円

（前年同四半期比 43.2％増）となりました。 

四半期純利益は 5億 54 百万円（前年同四半期比 67.4％増）となっております。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ＜財政状態＞ 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産額は 285 億 78 百万円と、前期末に比べ 57 億 50 百万円の減

少となりました。 

流動資産は 100 億 23 百万円で、現金及び預金・売上債権の減少に伴い前期比 50 億 84 百万円の減少とな

りました。 

固定資産は 185 億 55 百万円となり、前期比 6 億 65 百万円の減少となりました。有形固定資産は 155 億

65 百万円と、減価償却の実施により前期に比べ 3 億 23 百万円減少いたしました。投資その他の資産は、

株価の下落に伴う投資有価証券の評価額の減少により、前期比 3億 42 百万円減少し 29 億 63 百万円となり

ました。 

  負債合計額は 133 億 14 百万円で、前期比 59億 64 百万円減少いたしました。 

流動負債は 101 億 36 百万円となり、前期比 24 億 92 百万円の減少となりました。これは、支払手形及び

買掛金、短期借入金及び１年内償還予定の社債が減少したことが主要因です。 

固定負債は 31 億 78 百万円となり、社債の買入消却、長期借入金の約定及び期限前返済により前期比 34

億 72 百万円の減少となりました。 

  純資産額は 152 億 63 百万円で、株価の下落によりその他有価証券評価差額金が減少いたしましたが、四

半期純利益の計上があり、前期比 2億 14 百万円の増加となりました。 

 ＜キャッシュ・フロー＞ 

  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は、前期末に比べ 30 億 81 百万円減少の 18 億

62 百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下

のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  仕入債務の減少がありましたが、売上債権の回収やたな卸資産の減少があり、13 億 20 百万円の収入超

となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  賃貸用不動産の設備更新による支払があり、1億 94 百万円の支出超となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  短期借入れを行いましたが、社債の償還及び買入消却、既存の短期借入金の返済、長期借入金の約定返

済及び期限前返済や配当金の支払いがあり、42 億 7百万円の支出超となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成 23 年 3 月期の通期連結業績予想につきましては、平成 22 年 8 月 12 日に公表いたしました第１四半

期決算短信においては予測が困難であることから記載しておりませんでしたが、本資料においては記載し

ております。詳細につきましては、本日付で別途開示しております「業績予想及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

 

 

２．その他の情報 

（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 

 （簡便な会計処理） 

   一般債権の貸倒見積高は、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して算定しており

ます。 

   棚卸資産の四半期連結会計期間末の棚卸高は、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として算定しております。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である

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。 

   固定資産の減価償却費は、四半期連結会計期間末における減価償却資産の年間償却見積額を期間によ

り按分して算定しております。 

   経過勘定項目は、合理的な算定方法による概算額を計上する方法によっております。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

   操業度の変動により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、流動資

産の仕掛品に含めて繰り延べております。 

   税金費用は、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （会計処理基準に関する事項の変更） 

   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利益」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。 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 1,822 4,903

受取手形及び売掛金 3,656 5,047

有価証券 40 40

仕掛品 3,385 3,962

原材料及び貯蔵品 198 258

その他 928 905

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 10,023 15,108

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,395 29,343

減価償却累計額 △19,288 △18,952

建物及び構築物（純額） 10,106 10,391

土地 4,918 4,920

その他 6,479 6,558

減価償却累計額 △5,939 △5,981

その他（純額） 540 576

有形固定資産合計 15,565 15,888

無形固定資産 26 26

投資その他の資産   

投資有価証券 2,816 3,154

その他 165 168

貸倒引当金 △18 △18

投資その他の資産合計 2,963 3,305

固定資産合計 18,555 19,220

資産合計 28,578 34,328
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（単位：百万円）

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 2,042 3,507

短期借入金 3,900 4,122

1年内償還予定の社債 － 500

未払法人税等 388 252

前受金 2,078 2,106

賞与引当金 100 146

工事損失引当金 861 1,097

損害補償損失引当金 19 27

その他 744 869

流動負債合計 10,136 12,628

固定負債   

社債 － 1,925

長期借入金 － 1,422

退職給付引当金 193 191

役員退職慰労引当金 169 162

その他 2,816 2,950

固定負債合計 3,178 6,651

負債合計 13,314 19,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,315 2,315

資本剰余金 2,565 2,565

利益剰余金 12,378 11,962

自己株式 △2,646 △2,646

株主資本合計 14,613 14,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 650 851

評価・換算差額等合計 650 851

純資産合計 15,263 15,049

負債純資産合計 28,578 34,328
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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：百万円）

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 9,586 7,765

売上原価 8,257 6,130

売上総利益 1,328 1,634

販売費及び一般管理費 732 782

営業利益 595 852

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 71 76

その他 28 42

営業外収益合計 100 119

営業外費用   

支払利息 58 34

社債発行費 19 －

借入金繰上返済費用 － 30

社債償還損 － 18

その他 0 5

営業外費用合計 78 87

経常利益 618 885

特別利益   

固定資産売却益 － 17

貸倒引当金戻入額 1 0

特別利益合計 1 18

特別損失   

固定資産処分損 20 12

投資有価証券売却損 4 －

会員権評価損 － 1

特別損失合計 24 13

税金等調整前四半期純利益 595 889

法人税等 264 335

少数株主損益調整前四半期純利益 － 554

四半期純利益 331 554
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 595 889

減価償却費 500 470

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △21 △45

工事損失引当金の増減額（△は減少） △167 △236

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） － △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 6

受取利息及び受取配当金 △72 △77

支払利息 58 34

固定資産処分損益（△は益） 20 △5

投資有価証券売却損益（△は益） 4 －

会員権評価損 － 1

売上債権の増減額（△は増加） △488 1,390

たな卸資産の増減額（△は増加） △112 636

仕入債務の増減額（△は減少） △1,594 △1,464

前受金の増減額（△は減少） 1,506 △27

その他 △136 △35

小計 105 1,531

利息及び配当金の受取額 72 77

利息の支払額 △58 △35

法人税等の支払額 △179 △251

営業活動によるキャッシュ・フロー △60 1,320

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 △302 △207

有形固定資産の売却による収入 － 22

有形固定資産の除却による支出 △18 △10

投資有価証券の売却による収入 288 －

貸付金の回収による収入 0 －

その他 △0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △33 △194

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 200 3,900

短期借入金の返済による支出 △345 △1,570

長期借入れによる収入 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △526 △3,974

社債の発行による収入 750 －

社債の償還による支出 － △175

社債の買入消却による支出 － △2,250

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △138 △138

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,940 △4,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,846 △3,081

現金及び現金同等物の期首残高 4,177 4,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,023 1,862
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（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）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  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） 

（単位：百万円） 

 鋼構造物

事業 

不動産 

事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

売上高 

 (1)外部顧客に対する売上高 8,251 1,334 9,586 － 9,586

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 77 77 (77) －

計 8,251 1,412 9,664 (77) 9,586

営業利益 149 688 838 (242) 595

（注）１．事業区分の方法 

      日本標準産業分類及び当社グループが採用しております売上計上区分等を勘案して区分してお

ります。 

   ２．各事業区分に属する主要な内容 

      鋼構造物事業：鉄塔及び橋梁の設計・製作・建設その他関連する事業 

      不動産事業 ：不動産の開発及び賃貸に関する事業 

   ３．会計処理の方法の変更 

     （工事契約に関する会計基準及び工事契約に関する会計基準の適用指針） 

      第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年

12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平

成 19 年 12 月 27 日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

鋼構造物事業の売上高は 103 百万円、営業利益は 14 百万円それぞれ増加しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

  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） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

  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） 

   海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

 １．報告セグメントの概要 

  当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

  当社グループにおいて、当社はグループ全体の経営戦略策定及び経営管理ならびに不動産事業を、連結

子会社日本鉄塔工業㈱及び㈱日本鉄塔大森工場は鉄塔事業を、連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱は橋梁事業を

営んでおり、グループ企業それぞれが製品・サービス別のセグメントから構成されております。そのため、

当社グループは「鉄塔事業」、「橋梁事業」及び「不動産事業」を報告セグメントとしております。 

  「鉄塔事業」は鉄塔及びその他鋼構造物の設計、製作及びメンテナンスを、「橋梁事業」は橋梁その他鋼

構造物の設計、製作、架設及びメンテナンスを、「不動産事業」は不動産の開発及び賃貸を行っております。 

 

 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：百万円） 
 報告セグメント 

調整額 

（注１） 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注２） 

鉄塔事業 橋梁事業 
不動産 

事業 
計 

売上高   

 外部顧客への売上高 3,067 3,409 1,289 7,765 － 7,765

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
18 72 69 159 (159) －

計 3,085 3,481 1,358 7,925 (159) 7,765

セグメント利益又は損失(△) 579 △19 634 1,194 (341) 852

（注）１．セグメント利益の調整額 341 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 341 百万円

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 ３．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 

  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。 

 

（６）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。 
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４．補足情報 

（１）受注及び販売の状況 

  ① 受注実績 
                               （単位：百万円、屯） 

事業区分 製品別 

前第２四半期連結累計期間 

（H21/4～H21/9） 

当第２四半期連結累計期間 

（H22/4～H22/9） 

前連結会計年度 

（H21/4～H22/3） 

金 額（重量） 金 額（重量） 金 額（重量） 

鉄塔事業 鉄塔・鉄構 2,557 (5,890) 1,292 (2,603) 3,992 (8,668) 

 そ の 他 958 (－) 929 (－) 1,736 (－) 

 計 3,516 (5,890) 2,222 (2,603) 5,729 (8,668) 

   

橋梁事業 橋梁・その他 2,053 (2,972) 1,150 (1,271) 2,821 (3,237) 

   

合 計  5,569 (8,862) 3,373 (3,874) 8,551 (11,905) 
 

  ② 受注残高 
                               （単位：百万円、屯） 

事業区分 製品別 

前第２四半期連結累計期間 

（H21/4～H21/9） 

当第２四半期連結累計期間 

（H22/4～H22/9） 

前連結会計年度 

（H21/4～H22/3） 

金 額（重量） 金 額（重量） 金 額（重量） 

鉄塔事業 鉄塔・鉄構 3,272 (7,773) 1,182 (2,375) 2,293 (4,930) 

 そ の 他 501 (－) 404 (－) 139 (－) 

 計 3,773 (7,773) 1,587 (2,375) 2,432 (4,930) 

   

橋梁事業 橋梁・その他 15,095 (21,909) 3,768 (4,355) 6,026 (7,955) 

   

合 計  18,869 (29,682) 5,355 (6,730) 8,458 (12,885) 
 

  ③ 販売実績 

 
                               （単位：百万円、屯） 

事業区分 製品別 

前第２四半期連結累計期間 

（H21/4～H21/9） 

当第２四半期連結累計期間 

（H22/4～H22/9） 

前連結会計年度 

（H21/4～H22/3） 

金 額（重量） 金 額（重量） 金 額（重量） 

鉄塔事業 鉄塔・鉄構 2,925 (7,489) 2,402 (5,158) 5,339 (13,110) 

 そ の 他 671 (－) 664 (－) 1,811 (－) 

 計 3,596 (7,489) 3,067 (5,158) 7,151 (13,110) 

   

橋梁事業 橋梁・その他 4,655 (7,007) 3,409 (4,871) 14,492 (21,226) 

   

不動産事業  1,334 (－) 1,289 (－) 2,675 (－) 

   

合 計  9,586 (14,496) 7,765 (10,029) 24,319 (34,336) 

 

（２）その他 
  （損害賠償訴訟について） 

   連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱は、平成 20 年 6 月に東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、旧日本道路公団が発注した鋼橋上部工工事の入札談合に係る損

害賠償の請求を受けました。当社及び連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱は、請求に応ずる可否を慎重に検討し、当時当社

が受注した案件に係る損害賠償請求について連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱が全額を支払いました。しかしながら、平

成 20 年 12 月に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、当社及び連結子会社ＪＳＴブリッジ㈱に対して、

当社と共同企業体を構成していた事業会社が工期途中で民事再生適用会社となったことにより未払いになった部分

について、連帯債務として損害賠償を求める訴訟を東京高等裁判所に提訴しました。 

   本件につきましては、現在、東京高等裁判所において係属中であります。 

 




