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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 11,883 1.4 △372 ― △686 ― △381 ―
23年3月期第2四半期 11,721 △5.1 228 ― 149 39.9 △157 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △529百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △376百万円 （―％）

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 △17.81 ―
23年3月期第2四半期 △7.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 34,891 27,549 79.0
23年3月期 38,993 28,293 72.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  27,549百万円 23年3月期  28,293百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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  ：  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 27,000 △3.9 200 △16.3 100 △79.8 50 △61.1 2.33



(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  ：  無  

(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 
※ 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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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およ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およ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、添付
資料３ページをご覧ください。 

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 23,805,000 株 23年3月期 23,805,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,388,092 株 23年3月期 2,385,621 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 21,418,221 株 23年3月期2Q 21,422,744 株



  

 

 
(注)  直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有 

    

    上記の業績予想は、当社が現在入手している情報およ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。 

  （参考）個別業績予想

  平成24年３月期の個別業績予想（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)

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 22,000 △4.3 100 12.4 △100 ― △150 ― △7 00

※  業績予想の適切な利用に関する説明
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が依然として残るなかで、サ

プライチェーンの立て直しにより企業の生産活動は徐々に持ち直しの動きが見えてまいりました。しか

しながら、電力供給不足の問題に加え株価の低迷や急速な円高などにより全般的に低調な局面にありま

した。 

 建設業界におきましては、企業の生産設備回復への設備投資の動きがありましたものの、公共投資は

補正予算措置の遅れなどにより、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは営業力の強化を重点課題として、提案営業や新規顧客先

開拓など積極的な営業活動を展開してまいりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高137億77百円（前年同四半期比32.2％

増）、売上高118億83百万円（前年同四半期比1.4％増）となりました。収益面では工事採算低下の影響

で営業損失３億72百万円（前年同四半期は営業利益２億28百万円）となり、為替差損などの影響により

経常損失６億86百万円（前年同四半期は経常利益１億49百万円）、四半期純損失３億81百万円（前年同

四半期は四半期純損失１億57百万円）を計上する結果となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（日本） 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は72億30百万円（前年同四半期比12.2％減）となり、営業損失は

１億６百万円（前年同四半期は営業利益５億43百万円）となりました。 

（東南アジア） 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は38億76百万円（前年同四半期比40.2％増）となり、営業利益は

１億48百万円（前年同四半期比98.4％増）となりました。 

（その他アジア） 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は７億77百万円（前年同四半期比7.4％増）となり、営業利益は

16百万円（前年同四半期は営業損失27百万円）となりました。 

  

（資産、負債および純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ41億１百万円減少し、348億

91百万円となりました。主な要因は、現金預金が７億87百万円減少し、受取手形・完成工事未収入金等

が８億６百万円、未成工事支出金が23億28百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ33億56百万円減少し、73億42百万円となりました。主な要因

は、支払手形・工事未払金等が15億85百万円、未成工事受入金が15億31百万円それぞれ減少したことな

どによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億44百万円減少し、275億49百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金の減少５億95百万円によるものです。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会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

年度末に比べ、７億87百万円減少し、126億77百万円となりました。 

 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主な要因は、次のとおり

であります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、３億40百万円の支出（前年同四半期は、５億47百万円の収

入）となりました。主な要因は、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が６億91百万

円となった他、売上債権の回収８億10百万円による収入や未成工事支出金の減少23億81百万円による収

入などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少15億89百万円による支出や未成工事受入金の減少

15億69百万円による支出などにより資金が減少したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、29百万円の支出（前年同四半期は、１億50百万円の収入）と

なりました。主な要因は、保険積立金の払戻47百万円による収入により資金が増加しましたが、有形固

定資産の取得44百万円や無形固定資産の取得20百万円、さらに、貸付金の増加15百万円などの支出によ

り資金が減少したことによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、２億20百万円の支出（前年同四半期は、１億31百万円の支

出）となりました。主な要因は、配当金の支払額２億12百万円による支出により資金が減少したことに

よるものです。 

  

今後の見通しといたしましては、サプライチェーンの立て直しの進展や復興需要への投資拡大など、

景気の持ち直しに期待が持たれますが、欧州の債務問題・米国経済の減速による海外経済の低迷に加

え、円高に対する輸出関連産業の業績悪化に懸念が残るなど、依然として予断を許さない状況で推移す

るものと思われます。 

 建設市場におきましては、設備投資の削減による市場規模の縮小で、受注競争は一層激しくなるもの

と予想されます。 

 このような状況を踏まえ、通期の業績予想につきましては、平成23年８月８日に公表いたしました業

績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日開示しております「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

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

現金預金 12,165,799 11,378,057

受取手形・完成工事未収入金等 8,187,738 7,381,240

有価証券 1,299,777 1,299,735

未成工事支出金 3,181,191 852,584

繰延税金資産 444,294 817,935

その他 2,013,475 1,833,941

貸倒引当金 △1,025,303 △1,025,172

流動資産合計 26,266,973 22,538,322

固定資産

有形固定資産

土地 3,777,938 3,777,938

その他（純額） 1,774,602 1,705,394

有形固定資産合計 5,552,541 5,483,333

無形固定資産 85,401 96,973

投資その他の資産

投資有価証券 2,899,467 2,637,477

投資不動産（純額） 3,664,100 3,646,901

その他 846,540 751,541

貸倒引当金 △322,000 △263,000

投資その他の資産合計 7,088,109 6,772,920

固定資産合計 12,726,051 12,353,226

資産合計 38,993,025 34,891,549

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 5,736,420 4,151,320

短期借入金 443,204 432,912

未払法人税等 23,428 60,325

未成工事受入金 2,718,294 1,186,845

完成工事補償引当金 20,000 20,000

工事損失引当金 23,009 13,099

その他 895,268 773,224

流動負債合計 9,859,624 6,637,727

固定負債

繰延税金負債 134,022 29,550

役員退職慰労引当金 294,072 289,062

その他 411,316 385,767

固定負債合計 839,411 704,380

負債合計 10,699,036 7,342,108
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(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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,002

利益剰余金 25,954,320 25,358,519

自己株式 △949,820 △950,469

株主資本合計 28,201,752 27,605,301

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 116,418 △47,317

為替換算調整勘定 △24,181 △8,543

その他の包括利益累計額合計 92,237 △55,861

純資産合計 28,293,989 27,549,440

負債純資産合計 38,993,025 34,891,549
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（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 11,721,952 11,883,848

売上原価 9,993,013 10,764,511

売上総利益 1,728,938 1,119,336

販売費及び一般管理費 1,500,523 1,492,215

営業利益又は営業損失（△） 228,415 △372,879

営業外収益

受取利息 7,406 10,530

受取配当金 27,617 29,581

受取地代家賃 196,973 179,502

持分法による投資利益 18,152 12,845

その他 58,828 82,518

営業外収益合計 308,978 314,977

営業外費用

支払利息 5,246 6,659

不動産賃貸費用 55,966 53,376

為替差損 298,460 533,863

その他 28,393 34,470

営業外費用合計 388,067 628,369

経常利益又は経常損失（△） 149,326 △686,271

特別利益

投資有価証券売却益 61,001 －

その他 5,552 231

特別利益合計 66,554 231

特別損失

投資有価証券評価損 243,050 －

その他 2,000 5,764

特別損失合計 245,050 5,764

税金等調整前四半期純損失（△） △29,169 △691,805

法人税等 128,412 △310,250

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △157,582 △381,555

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △157,582 △381,555
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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（△） △157,582 △381,555

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △210,770 △163,736

為替換算調整勘定 △8,521 15,637

その他の包括利益合計 △219,292 △148,098

四半期包括利益 △376,874 △529,653

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △376,874 △529,653

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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（△） △29,169 △691,805

減価償却費 132,826 140,433

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,532 △59,150

工事損失引当金の増減額（△は減少） △7,376 △9,909

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,155 △5,010

受取利息及び受取配当金 △35,024 △40,111

支払利息 5,246 6,659

為替差損益（△は益） 116,301 191,710

投資有価証券売却損益（△は益） △61,001 －

投資有価証券評価損益（△は益） 243,050 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1,774 13

有形固定資産除却損 2,000 670

持分法による投資損益（△は益） △18,152 △12,845

売上債権の増減額（△は増加） 2,541,672 810,832

未成工事支出金の増減額（△は増加） 920,592 2,381,906

仕入債務の増減額（△は減少） △2,102,753 △1,589,183

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,229,641 △1,569,605

その他の資産の増減額（△は増加） 167,273 233,622

その他の負債の増減額（△は減少） 4,839 △84,812

小計 657,533 △296,584

利息及び配当金の受取額 35,024 40,086

利息の支払額 △5,246 △6,659

法人税等の支払額 △140,279 △77,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 547,031 △340,445

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 △27,516 △44,135

有形固定資産の売却による収入 1,583 －

無形固定資産の取得による支出 － △20,705

投資有価証券の取得による支出 △1,027 △1,207

投資有価証券の売却による収入 141,000 －

投資不動産の取得による支出 △13,000 △2,350

定期預金の払戻による収入 100,000 －

貸付金の回収による収入 － 1,500

貸付けによる支出 － △15,000

保険積立金の解約による収入 － 5,000

保険積立金の払戻による収入 － 47,501

その他 △50,549 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 150,491 △29,396

 ㈱サンテック(1960)  平成24年３月期  第２四半期決算短信

- 9 -



(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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 85,086 △4,468

リース債務の返済による支出 △3,146 △3,146

自己株式の売却による収入 1,011 111

自己株式の取得による支出 △1,232 △812

配当金の支払額 △213,203 △212,552

財務活動によるキャッシュ・フロー △131,483 △220,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 △118,861 △197,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 447,177 △787,783

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 27,552 －

現金及び現金同等物の期首残高 13,330,329 13,465,577

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,805,058 12,677,793
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

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 

 
(注) １  セグメント利益又は損失の調整額△361,512千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に

係る費用であります。 

２  セグメント利益又は損失は、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  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）  東  南アジア  ：  シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ等 

（2）  その他アジア  ：  中国、台湾 

  

Ⅱ  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) 

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 

 
(注) １  セグメント利益又は損失の調整額△431,215千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に

係る費用であります。 

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）  東  南アジア  ：  シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ等 

（2）  その他アジア  ：  中国、台湾 

  

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）セグメント情報等

(単位：千円)

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日本 東南アジア その他アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,233,703 2,764,643 723,605 11,721,952 ― 11,721,952

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 8,233,703 2,764,643 723,605 11,721,952 ― 11,721,952

セグメント利益又は 
損失（△）

543,208 74,718 △27,999 589,927 △361,512 228,415

(単位：千円)

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日本 東南アジア その他アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,230,058 3,876,642 777,147 11,883,848 ― 11,883,848

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 7,230,058 3,876,642 777,147 11,883,848 ― 11,883,848

セグメント利益又は 
損失（△）

△106,594 148,231 16,699 58,336 △431,215 △372,879

（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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４．（参考）四半期個別業績

（参考）平成24年３月期第２四半期の個別業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

 (1) 個別経営成績(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 8,137 △14.4 △563 ― △873 ― △528 ―

23年３月期第２四半期 9,512 △10.8 173 ― 37 ― △250 ―

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 △24 70 ―

23年３月期第２四半期 △11 70 ―

 (2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 32,464 26,852 82.7

23年３月期 35,751 27,759 77.6

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 26,852百万円 23年３月期 27,759百万円
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 (1) 連結受注実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

 (2) 連結売上実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

５．補足情報

 (生産、受注及び販売の状況)

区分

前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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 7,404,840 71.1 10,848,914 78.8 3,444,074 46.5

電力工事 1,939,775 18.6 1,887,393 13.7 △52,382 △2.7

空調給排水工事 662,488 6.4 707,369 5.1 44,881 6.8

機器製作 412,051 3.9 333,404 2.4 △78,647 △19.1

合計 10,419,156 100.0 13,777,081 100.0 3,357,925 32.2

区分

前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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 7,839,677 66.9 9,226,200 77.6 1,386,523 17.7

電力工事 3,181,705 27.1 2,037,029 17.1 △1,144,675 △36.0

空調給排水工事 400,398 3.4 314,756 2.7 △85,642 △21.4

機器製作 300,171 2.6 305,861 2.6 5,690 1.9

合計 11,721,952 100.0 11,883,848 100.0 161,895 1.4
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