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1.  平成23年9月期第1四半期の業績（平成22年10月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第1四半期 3,753 △9.4 △298 ― △248 ― △257 ―
22年9月期第1四半期 4,141 57.8 298 378.6 317 175.8 186 ―

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9月期第1四半期 △17.68 ―
22年9月期第1四半期 12.76 ―

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9月期第1四半期 27,340 19,465 71.2 1,334.03
22年9月期 27,782 19,824 71.4 1,358.50

（参考） 自己資本  23年9月期第1四半期  19,465百万円 22年9月期  19,824百万円

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9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年9月期 ―
23年9月期 
（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
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」をご覧ください。 

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

第2四半期 
(累計) 8,500 △3.3 △350 ― △250 ― △270 ― △18.50

通期 15,000 △22.3 △700 ― △530 ― △570 ― △39.06



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

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9月期1Q 15,000,000株 22年9月期 15,000,000株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q 408,255株 22年9月期 406,994株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 14,592,519株 22年9月期1Q 14,597,238株

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

※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。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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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2010年度上半期（4～9月)の鉄骨需要量は約200万トン強となり、下半期（10月～3月）も国内景気の
低迷に伴い伸び悩みが続き、通期でも、2年連続で400万トンレベルの低需要量になると思われます。 
鉄骨単価も、依然ゼネコンの指し値攻勢と同業他社との過当競争などにより下落傾向が続いておりま
す。 
鉄骨需要低迷の長期化の中、量的確保と適正価格での受注が引き続き大きな課題になっております。
このような中、当社は受注に鋭意努力しましたが、第1四半期の受注高は前年同四半期比52.8%減の
1,737百万円にとどまりました。 
完成工事高も、工事進行基準の適用があるも（前年同四半期は工事進行基準適用工事はありませ
ん）、前年同四半期比9.4%減の3,753百万円となり、損益面でも、営業損失298百万円、経常損失248百
万円、四半期純損失257百万円（前年同四半期は186百万円の純利益）となりました。 

  

総資産は、前事業年度の27,782百万円から27,340百万円と442百万円減少しました。売上債権の増加
があるものの、現金及び預金、未成工事支出金及びその他流動資産（未収入金）が減少したことによる
ものです。 
総負債は、工事未払金と未成工事受入金が増加するも、未払法人税等とその他流動負債（未払消費税
等）等が減少したことにより、83百万円の減となりました。 
純資産は、四半期純損失による利益剰余金の減少により、358百万円の減となりました。 

  

業績予想につきましては、平成22年11月12日に公表しました業績予想から、第２四半期累計期間及び
通期の業績予想を修正しております。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」をご覧ください。 

  

  ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  
当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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。 

  ② 棚卸資産の評価方法 

営業循環過程から外れた処分見込等の棚卸資産で前事業年度末において帳簿価額を処分見込価額まで
切り下げているものについては、前事業年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前事業年度末
における貸借対照表価額で計上する方法によっております。 

  ③ 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、事業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。 

  ④ 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、前事業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、前事業年度末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」等の適用 
当第１四半期会計期間より、「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。 
この変更による損益に与える影響はありません。 

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 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. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,766,891 7,381,139

受取手形・完成工事未収入金 7,712,709 6,031,453

未成工事支出金 5,393,732 5,602,394

材料貯蔵品 158,905 218,766

その他 694,926 915,649

貸倒引当金 △16,263 △11,962

流動資産合計 19,710,902 20,137,440

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,163,144 1,179,472

機械及び装置（純額） 412,328 435,829

土地 4,227,781 4,227,781

その他（純額） 128,032 132,067

有形固定資産合計 5,931,287 5,975,151

無形固定資産 20,977 22,494

投資その他の資産

投資有価証券 1,297,664 1,269,441

その他 401,079 385,337

貸倒引当金 △21,500 △7,250

投資その他の資産合計 1,677,243 1,647,528

固定資産合計 7,629,508 7,645,174

資産合計 27,340,410 27,782,614

負債の部

流動負債

工事未払金 2,779,018 2,337,900

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 74,360 68,110

未払法人税等 2,838 464,778

未成工事受入金 3,181,666 2,780,745

工事損失引当金 222,089 280,121

賞与引当金 14,728 57,568

その他 274,918 577,739

流動負債合計 6,949,620 6,966,963

固定負債

長期借入金 213,300 231,890

退職給付引当金 597,131 616,218

役員退職慰労引当金 84,138 111,784

その他 30,402 31,154

固定負債合計 924,972 991,047

負債合計 7,874,592 7,958,011
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表
(平成22年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 955,491 955,491

資本剰余金 572,129 572,129

利益剰余金 17,997,683 18,372,380

自己株式 △128,133 △127,860

株主資本合計 19,397,171 19,772,140

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 68,646 52,462

評価・換算差額等合計 68,646 52,462

純資産合計 19,465,818 19,824,603

負債純資産合計 27,340,410 27,782,614
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(2) 四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

完成工事高 4,141,200 3,753,408

完成工事原価 3,667,321 3,887,581

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 473,878 △134,173

販売費及び一般管理費

役員報酬 21,044 18,485

従業員給料手当 74,106 65,902

退職給付費用 2,846 2,360

役員退職慰労引当金繰入額 2,336 2,471

法定福利費 11,543 10,544

福利厚生費 1,460 1,397

修繕維持費 794 1,367

事務用品費 3,740 3,227

通信交通費 8,097 7,548

動力用水光熱費 2,053 1,689

調査研究費 － 359

貸倒引当金繰入額 － 2,210

交際費 5,390 4,486

地代家賃 6,549 6,633

減価償却費 4,214 4,368

租税公課 17,701 14,324

保険料 849 810

雑費 12,453 15,865

販売費及び一般管理費合計 175,182 164,053

営業利益又は営業損失（△） 298,696 △298,226

営業外収益

受取利息 189 50

受取配当金 2,012 4,422

不動産賃貸料 19,860 19,897

鉄屑売却益 11,784 20,147

受入家賃 6,158 －

その他 6,977 26,097

営業外収益合計 46,983 70,615

営業外費用

支払利息 1,649 2,012

貸倒引当金繰入額 26,703 16,340

その他 258 2,541

営業外費用合計 28,611 20,893

経常利益又は経常損失（△） 317,068 △248,504

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,494 －

特別利益合計 1,494 －

特別損失

会員権評価損 1,980 －

特別損失合計 1,980 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 316,582 △248,504

法人税、住民税及び事業税 107,202 2,157

法人税等調整額 23,113 7,291

法人税等合計 130,316 9,448

四半期純利益又は四半期純損失（△） 186,266 △257,952
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

316,582 △248,504

減価償却費 57,530 52,095

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,210 18,550

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,126 △19,088

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,336 △27,647

受取利息及び受取配当金 △2,201 △4,473

支払利息 1,649 2,012

会員権評価損益（△は益） 1,980 －

売上債権の増減額（△は増加） 309,858 △1,458,718

未成工事支出金の増減額（△は増加） △742,985 208,662

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 173,397 59,861

仕入債務の増減額（△は減少） △752,450 441,118

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,208,458 400,921

その他 △136,442 △433,920

小計 456,796 △1,009,131

利息及び配当金の受取額 2,201 4,473

利息の支払額 △2,257 △1,825

法人税等の支払額 △4,874 △457,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,866 △1,463,646

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 △427,451 △5,781

無形固定資産の取得による支出 △225 △66

投資有価証券の取得による支出 △889 △931

貸付けによる支出 － △15,150

貸付金の回収による収入 500 750

その他 132 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △427,933 △21,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 － △12,340

自己株式の取得による支出 △102 △273

配当金の支払額 △116,780 △116,744

その他 △193 △193

財務活動によるキャッシュ・フロー 182,925 △129,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 206,858 △1,614,248

現金及び現金同等物の期首残高 2,016,826 7,381,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,223,684 5,766,891
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当第１四半期会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日) 

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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① 生産実績 

 
  
② 受注状況 
イ．受注高 

 
  
ロ．受注残高 

 
  
③ 販売実績 

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間 前事業年度

（自平成21年10月１日 （自平成22年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年12月31日） 至平成22年12月31日） 至平成22年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 18,342 4,675,883 95.7 16,704 3,338,676 94.8 56,403 13,841,303 94.8

プレキャスト
3,198 212,412 4.3 3,521 183,988 5.2 13,277 752,773 5.2

コンクリート

合  計 ― 4,888,295 100.0 ― 3,522,664 100.0 ― 14,594,076 100.0

前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間 前事業年度

（自平成21年10月１日 （自平成22年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年12月31日） 至平成22年12月31日） 至平成22年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 14,941 3,652,617 99.2 7,763 1,584,573 91.2 72,249 15,493,443 97.8

プレキャスト
378 28,959 0.8 1,711 152,904 8.8 6,622 349,906 2.2

コンクリート

合  計 ― 3,681,576 100.0 ― 1,737,478 100.0 ― 15,843,350 100.0

前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間 前事業年度

（自平成21年10月１日 （自平成22年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年12月31日） 至平成22年12月31日） 至平成22年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 67,331 17,147,394 96.3 55,715 12,208,203 95.6 64,764 14,243,412 96.3

プレキャスト
11,547 649,800 3.7 9,842 566,798 4.4 10,773 547,519 3.7

コンクリート

合  計 ― 17,797,194 100.0 ― 12,775,001 100.0 ― 14,790,931 100.0

前第1四半期累計期間 当第1四半期累計期間 前事業年度

（自平成21年10月１日 （自平成22年10月１日 （自平成21年10月１日

至平成21年12月31日） 至平成22年12月31日） 至平成22年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 13,499 3,818,741 92.2 16,812 3,619,782 96.4 73,373 18,563,550 96.1

プレキャスト
4,572 322,459 7.8 2,642 133,625 3.6 11,590 745,687 3.9

コンクリート

合  計 ― 4,141,200 100.0 ― 3,753,408 100.0 ― 19,309,237 100.0
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