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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我が国経済は、東日本大震災の影響による落ち込みから回復傾向にあり、企

業の生産活動に持ち直しの動きがみられましたが、原発事故による電力供給の制約や欧米の財務問題による世界経

済の減速懸念など、不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、民間設備投資の下げ止まりや震災の復旧に向けた動きがあるもの

の、公共投資は低調に推移するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループでは、首都圏営業の強化による受注拡大と、コスト削減によ

る利益確保に重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は70億33百万円（前年同四半期比3.3％増）となりました。ま

た、利益面につきましては、営業損失は35百万円（前年同四半期は営業損失70百万円）、経常損失は16百万円（前

年同四半期は経常損失40百万円）、四半期純損失は37百万円（前年同四半期は四半期純損失54百万円）となりまし

た。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期の割合が大き

く、また、販売費及び一般管理費の上半期・下半期の変動は小さいことから、下半期に利益が偏重する季節的変動

があります。 

   

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、東日本大震災の復旧需要等により、売上高は38億38百万円（前年同四半期比

20.7％増）となり、営業損失は55百万円（前年同四半期は営業損失１億４百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、売上高は29億98百万円（前年同四半期比11.1％減）となり、営業利益は１億24百万円

（同25.3％増）となりました。 

 工事事業における完成工事高は29億30百万円（前年同四半期比11.0％減）となり、新設工事が８億11百万円（同

45.5％減）、既設工事が14億５百万円（同31.3％増）、保守工事が７億13百万円（同2.8％減）となりました。ま

た、受注工事高は55億58百万円（同1.6％増）となり、新設工事が21億79百万円（同9.6％減）、既設工事が20億42

百万円（同20.5％増）、保守工事が13億35百万円(同2.1％減）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は１億95百万円（前年同四半期比22.3％減）となり、営業損失は０百

万円（前年同四半期は営業利益17百万円）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状態   

 当第２四半期連結会計期間の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度に比べて５億49百万円減少し

148億20百万円、負債の部は４億34百万円減少し66億54百万円、純資産の部は１億14百万円減少し81億65百万円と

なりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が２億51百万円、未成工事支出金が

８億34百万円増加したためであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛金並びに営

業未収入金の合計額が15億21百万円減少したためであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が１億25百万円、未成工事受入金が２

億55百万円増加したためであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金が６億43百

万円、未払法人税等が１億99百万円減少したためであります。 

 純資産の部の主な減少要因といたしましては、利益剰余金が１億４百万円減少したためであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度と比べ２億48百万円増加し、33億２百万円となりました。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。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は12百万円（前年同四半期比97.9％減）となりました。収入の主な要因といたしま

しては、売上債権の減少額15億21百万円、未成工事受入金の増加額２億55百万円等であり、支出の主な要因といた

しましては、たな卸資産の増加額８億60百万円、仕入債務の減少額６億43百万円及び法人税等の支払額２億17百万

円等であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（投資活動におけるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果得られた資金は１億98百万円（前年同四半期比38.1％増）となりました。収入の主な要因といた

しましては、定期預金の払戻による収入４億30百万円、投資有価証券の売却による収入２億８百万円等であり、支

出の主な要因といたしましては、定期預金の預入による支出２億38百万円、投資有価証券の取得による支出２億10

百万円等であります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は37百万円（前年同四半期比61.3％増）となりました。収入の主な要因といたしま

しては、短期借入れによる収入４億75百万円であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返済による

支出３億50百万円等であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間につきましては、平成23年５月13日付「平成23年３月期決算短信」で公表いたしました業績

予想を修正しております。詳細につきましては、平成23年10月31日に公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。 

 通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表した公表数値に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、

多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま

す。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（退職給付引当金） 

 当社及び子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度

を設けておりましたが、このうち適格退職年金制度を平成23年４月１日付で確定給付企業年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。 

  

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 3,764,081 4,015,604

受取手形及び売掛金 5,297,729 4,030,727

営業未収入金 1,401,808 1,147,414

有価証券 20,576 20,585

商品 323,481 349,988

未成工事支出金 696,004 1,530,107

原材料及び貯蔵品 29,376 29,769

繰延税金資産 133,347 135,586

その他 93,108 125,971

貸倒引当金 △12,814 △12,126

流動資産合計 11,746,699 11,373,629

固定資産   

有形固定資産 1,672,995 1,683,480

無形固定資産 38,533 84,619

投資その他の資産   

投資有価証券 792,107 783,015

その他 1,130,852 906,680

貸倒引当金 △11,533 △11,263

投資その他の資産合計 1,911,426 1,678,432

固定資産合計 3,622,955 3,446,532

資産合計 15,369,654 14,820,162



（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 4,656,490 4,013,305

短期借入金 1,135,000 1,260,000

未払法人税等 222,491 23,005

未成工事受入金 173,993 429,627

賞与引当金 210,394 236,820

役員賞与引当金 28,500 15,500

完成工事補償引当金 17,900 17,600

工事損失引当金 － 2,100

その他 234,093 211,238

流動負債合計 6,678,864 6,209,196

固定負債   

繰延税金負債 74,085 72,246

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

役員退職慰労引当金 149,240 128,305

その他 35,869 93,536

固定負債合計 410,182 445,075

負債合計 7,089,047 6,654,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 7,639,848 7,535,218

自己株式 △269,437 △269,437

株主資本合計 8,494,810 8,390,180

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,245 44,672

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

その他の包括利益累計額合計 △332,218 △341,791

少数株主持分 118,016 117,501

純資産合計 8,280,607 8,165,890

負債純資産合計 15,369,654 14,820,162



（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 6,805,257 7,033,083

売上原価 5,713,930 5,844,103

売上総利益 1,091,326 1,188,979

販売費及び一般管理費 1,161,598 1,224,127

営業損失（△） △70,271 △35,148

営業外収益   

受取配当金 9,626 10,514

受取賃貸料 11,251 9,461

持分法による投資利益 3,020 3,141

その他 20,771 10,047

営業外収益合計 44,670 33,164

営業外費用   

支払利息 8,899 9,489

その他 6,374 4,791

営業外費用合計 15,274 14,280

経常損失（△） △40,875 △16,264

特別利益   

投資有価証券売却益 6,963 2,765

貸倒引当金戻入額 2,069 －

特別利益合計 9,032 2,765

特別損失   

固定資産売却損 140 208

固定資産除却損 504 800

投資有価証券評価損 7,168 122

会員権評価損 1,150 1,150

特別損失合計 8,963 2,281

税金等調整前四半期純損失（△） △40,807 △15,780

法人税、住民税及び事業税 23,641 20,014

法人税等調整額 △11,055 1,370

法人税等合計 12,585 21,385

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53,392 △37,165

少数株主利益 1,475 684

四半期純損失（△） △54,868 △37,850



（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損失（△） △53,392 △37,165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25,806 △8,852

持分法適用会社に対する持分相当額 2,485 △677

その他の包括利益合計 △23,321 △9,530

四半期包括利益 △76,713 △46,695

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △78,133 △47,423

少数株主に係る四半期包括利益 1,419 727



（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) 

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損失（△） △40,807 △15,780

減価償却費 45,612 51,467

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,069 △958

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,993 26,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,090 △13,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,770 △300

工事損失引当金の増減額（△は減少） 46,200 2,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,618 4,405

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,195 △20,935

受取利息及び受取配当金 △12,378 △12,396

支払利息 8,899 9,489

投資有価証券売却損益（△は益） △6,963 △2,765

持分法による投資損益（△は益） △3,020 △3,141

売上債権の増減額（△は増加） 1,859,641 1,521,594

たな卸資産の増減額（△は増加） △285,274 △860,818

仕入債務の増減額（△は減少） △591,842 △643,185

未成工事受入金の増減額（△は減少） △11,685 255,633

その他 △63,042 △71,819

小計 905,590 226,015

利息及び配当金の受取額 13,759 14,412

利息の支払額 △9,947 △9,952

法人税等の支払額 △297,471 △217,499

営業活動によるキャッシュ・フロー 611,930 12,975

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 △246,375 △238,778

定期預金の払戻による収入 439,025 430,775

投資有価証券の取得による支出 △10,294 △210,936

投資有価証券の売却による収入 10,800 208,590

その他投資等の売却による収入 23,521 35,401

その他 △73,212 △26,968

投資活動によるキャッシュ・フロー 143,464 198,084

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 525,000 475,000

短期借入金の返済による支出 △415,000 △350,000

配当金の支払額 △73,813 △66,732

その他 △12,896 △20,699

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,290 37,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 778,684 248,628

現金及び現金同等物の期首残高 3,077,807 3,054,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,856,491 3,302,801



 該当事項はありません。  

  

 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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