
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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  （百万円未満切捨て）

（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  22,881  △1.0  △485  －  △9  －  △199  －

23年３月期第２四半期  23,123  △5.5  568  －  1,111  317.6  639  115.2

（注）  包括利益 24年３月期第２四半期 △538百万円 ( ％)－ 23年３月期第２四半期 9百万円 ( ％)－

  
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  △6  25  －  －

23年３月期第２四半期  19  59  19  55

  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  65,479  51,562  76.3

23年３月期  76,764  53,187  67.3

（参考）自己資本 24年３月期第２四半期 49,983百万円 23年３月期 51,652百万円 

  
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  －        7 50 －      24 00  31  50

24年３月期  －        15 00             

24年３月期（予想）         －      15 00  30  00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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  64,000  9.8  2,500  △2.0  3,800  △10.9  2,400  △20.4  74  79

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

  

  

（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きの対象外であり、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き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 

 本資料に記載されている業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、

実際の業績は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は2ページを参照し

てください。 

  

（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

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 34,000,309株 23年３月期 34,000,309株

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 2,308,883株 23年３月期 1,912,241株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 31,958,442株 23年３月期２Ｑ 32,629,686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の経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から企業の生産活動

は徐々に回復基調にあるものの、円高・株安の進行、欧州の金融不安がもたらす世界的な景気減速懸念もあり、先

行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 

  建設業界におきましては、民間需要の一部に改善の兆しがみられるものの、公共投資は依然として低調に推移し

ており、引き続き厳しい経営環境で推移いたしました。 

  このような状況のもとで当社グループは、収益性を維持しつつ、お客様の量的拡大に注力し、積極的な事業活動

に取り組んでまいりました結果、受注工事高につきましては、 億 百万円となりました。 

  売上高につきましては、 百万円（前第２四半期連結累計期間比 ％減）となりました。 

  利益につきましては、原価低減の継続実施等を行ったものの、営業損失は 百万円（前第２四半期連結累計

期間 営業利益5億68百万円）、経常損失は 百万円（前第２四半期連結累計期間 経常利益11億11百万円）となりま

した。また、四半期純損失は 百万円（前第２四半期連結累計期間 四半期純利益6億39百万円）となりまし

た。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

  当第２四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、前連結会計年度末より 百万円減少し、

百万円となりました。その内訳は、流動資産 百万円（前連結会計年度末比 百万円減少）、

固定資産 百万円（前連結会計年度末比 百万円増加）であります。 

  総資産減少の主な要因は、前連結会計年度末より、有価証券が 百万円増加したものの、受取手形・完成工

事未収入金等が 百万円減少したためであります。 

（負債） 

  当第２四半期連結会計期間末における当社グループの負債総額は、前連結会計年度末より 百万円減少し、

百万円となりました。 

  負債減少の主な要因は、前連結会計年度末より、支払手形・工事未払金等が 百万円、未払法人税等が

百万円それぞれ減少したためであります。 

（純資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における当社グループの純資産は、前連結会計年度末より利益剰余金が 百万

円、その他有価証券評価差額金が 百万円それぞれ減少したこと等により、 百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表したとおり変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 13,282 7,137

受取手形・完成工事未収入金等 24,668 13,444

有価証券 3,134 7,806

未成工事支出金等 1,212 1,481

その他 1,386 1,769

貸倒引当金 △56 △40

流動資産合計 43,626 31,599

固定資産   

有形固定資産 591 545

無形固定資産 631 547

投資その他の資産   

投資有価証券 24,173 25,368

その他 7,823 7,503

貸倒引当金 △83 △85

投資その他の資産合計 31,914 32,786

固定資産合計 33,138 33,879

資産合計 76,764 65,479
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（単位：百万円）

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・工事未払金等 17,566 10,274

短期借入金 780 780

未払法人税等 1,411 53

未成工事受入金 206 307

賞与引当金 1,112 646

完成工事補償引当金 38 38

工事損失引当金 789 736

その他 1,078 577

流動負債合計 22,984 13,414

固定負債   

退職給付引当金 446 385

役員退職慰労引当金 33 32

その他 112 83

固定負債合計 592 502

負債合計 23,577 13,916

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,753 5,753

資本剰余金 5,931 5,931

利益剰余金 40,232 39,256

自己株式 △1,358 △1,685

株主資本合計 50,559 49,256

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,092 726

その他の包括利益累計額合計 1,092 726

新株予約権 56 79

少数株主持分 1,478 1,499

純資産合計 53,187 51,562

負債純資産合計 76,764 65,479
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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：百万円）

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 23,123 22,881

売上原価 19,262 20,047

売上総利益 3,861 2,834

販売費及び一般管理費 3,293 3,319

営業利益又は営業損失（△） 568 △485

営業外収益   

受取利息 69 64

受取配当金 87 75

持分法による投資利益 275 241

その他 129 103

営業外収益合計 561 485

営業外費用   

支払利息 6 6

その他 11 3

営業外費用合計 17 9

経常利益又は経常損失（△） 1,111 △9

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7

貸倒引当金戻入額 16 －

特別利益合計 16 7

特別損失   

投資有価証券評価損 67 222

ゴルフ会員権評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12 －

特別損失合計 79 223

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,049 △225

法人税、住民税及び事業税 97 44

法人税等調整額 270 △102

法人税等合計 367 △57

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

681 △167

少数株主利益 42 31

四半期純利益又は四半期純損失（△） 639 △199
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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：百万円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

681 △167

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △593 △329

持分法適用会社に対する持分相当額 △77 △40

その他の包括利益合計 △671 △370

四半期包括利益 9 △538

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17 △565

少数株主に係る四半期包括利益 27 27

－6－

日比谷総合設備㈱（1982） 平成24年３月期 第２四半期決算短信



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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