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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 1,955 △2.5 86 △34.4 65 △32.1 29 △41.8

23年3月期第2四半期 2,006 △6.7 131 △25.9 96 △32.7 50 △6.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 28百万円 （△36.6％） 23年3月期第2四半期 44百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 3.26 ―

23年3月期第2四半期 5.60 ―

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

24年3月期第2四半期 4,574 1,960 42.2 215.06
23年3月期 5,103 1,956 37.7 214.28

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,930百万円 23年3月期  1,923百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 4,350 △13.1 370 △6.5 350 0.2 180 30.9 20.05



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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記載の予想値と異なる可能性があります。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 8,987,700 株 23年3月期 8,987,700 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 10,803 株 23年3月期 9,858 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,977,707 株 23年3月期2Q 8,978,869 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におけるわが国経済は、東日本大震災の深刻な影響から回復基調にあるものの、原発事

故による諸問題が長期化するなか、欧米の金融不安に伴う円高の進行等により、依然先行き不透明な状況で推移いた

しました。 

 当社グループの係る建設業界におきましては、公共事業は引続き低調に推移し、民間設備投資は震災による計画先

送りもあり、依然厳しい状況が続いております。  

 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高2,149百万円（前年同四半期

比9.0％減）、売上高1,955百万円（前年同四半期比2.5％減）となり、営業利益86百万円（前年同四半期比34.4％

減）、経常利益65百万円（前年同四半期比32.1％減）、四半期純利益29百万円（前年同四半期比41.8％減）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。 

①ゴンドラ・舞台 

 受注高につきましては、公共事業の低調や民間設備投資の先送り等により、1,111百万円（前年同四半期比30.0％

減）となりました。 

 売上高につきましては、受注の減少が響き、1,071百万円（前年同四半期比19.2％減）となりました。 

②海洋関連 

 受注高につきましては、順調に推移し、687百万円（前年同四半期比21.8％増）となりました。 

 売上高につきましては、受注残が増加したことにより、443百万円（前年同四半期比8.4％減）となりました。 

③その他 

 受注高につきましては、産業機械が期首からの好調を維持し、350百万円（前年同四半期比68.3％増）となりまし

た。 

 売上高につきましては、受注の増加に伴い、441百万円（前年同四半期比124.9％増）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により4,574百万円となり、前連結

会計年度末の5,103百万円から529百万円の減少となりました。 

 負債の部も、支払手形及び買掛金の減少、未払法人税の減少等により2,613百万円となり、前連結会計年度末の

3,146百万円から533百万円の減少となりました。 

 また、純資産の部は、四半期純利益の計上がありましたが、配当金の支払い等により1,960百万円となり、前連結

会計年度末の1,956百万円から3百万円の増加となりました。 

 これらの結果により、四半期連結会計期間末の自己資本比率は、42.2％と前連結会計年度末より4.5%上昇しており

ます。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表いたしました業績予想から修正はしておりません。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用いております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 528,279 469,666

受取手形及び売掛金 1,523,968 971,251

仕掛品 153,786 174,283

原材料及び貯蔵品 64,016 73,136

繰延税金資産 79,467 70,561

その他 36,630 34,083

貸倒引当金 △4,968 △5,159

流動資産合計 2,381,181 1,787,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 419,708 403,586

機械装置及び運搬具（純額） 42,442 49,059

工具、器具及び備品（純額） 18,621 16,461

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 3,050 2,610

その他（純額） 22,478 12,554

有形固定資産合計 2,406,332 2,384,305

無形固定資産 143,781 143,295

投資その他の資産   

投資有価証券 30,695 127,839

繰延税金資産 18,854 5,860

その他 136,268 131,502

貸倒引当金 △13,177 △6,217

投資その他の資産合計 172,640 258,984

固定資産合計 2,722,754 2,786,585

資産合計 5,103,935 4,574,407



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 806,100 437,816

短期借入金 107,750 246,600

1年内返済予定の長期借入金 252,688 241,688

リース債務 934 976

未払法人税等 189,050 21,665

賞与引当金 67,191 67,708

工事損失引当金 104,769 108,745

その他 215,017 164,600

流動負債合計 1,743,501 1,289,799

固定負債   

長期借入金 1,071,818 1,001,768

リース債務 2,523 2,024

退職給付引当金 221,578 204,371

その他 107,536 115,831

固定負債合計 1,403,456 1,323,996

負債合計 3,146,958 2,613,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 923,308 925,633

自己株式 △1,052 △1,129

株主資本合計 1,916,708 1,918,956

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,072 139

為替換算調整勘定 4,992 11,487

その他の包括利益累計額合計 7,065 11,627

少数株主持分 33,202 30,027

純資産合計 1,956,976 1,960,611

負債純資産合計 5,103,935 4,574,407



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,006,093 1,955,978

売上原価 1,532,395 1,518,339

売上総利益 473,697 437,638

販売費及び一般管理費 342,337 351,508

営業利益 131,360 86,129

営業外収益   

受取利息 154 96

受取配当金 364 386

その他 3,736 4,501

営業外収益合計 4,256 4,984

営業外費用   

支払利息 18,902 14,677

為替差損 18,850 10,148

その他 901 499

営業外費用合計 38,654 25,325

経常利益 96,961 65,788

特別利益   

固定資産売却益 21 －

特別利益合計 21 －

特別損失   

固定資産除売却損 39 5

特別損失合計 39 5

税金等調整前四半期純利益 96,943 65,782

法人税、住民税及び事業税 60,891 19,629

法人税等調整額 △12,743 22,852

法人税等合計 48,147 42,482

少数株主損益調整前四半期純利益 48,795 23,300

少数株主損失（△） △1,499 △5,958

四半期純利益 50,295 29,258



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 48,795 23,300

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,119 △1,933

為替換算調整勘定 913 6,889

その他の包括利益合計 △4,206 4,956

四半期包括利益 44,589 28,257

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 47,116 33,820

少数株主に係る四半期包括利益 △2,526 △5,563



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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