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1.  平成24年8月期第2四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年2月29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8月期第2四半期 4,247 △17.7 54 △91.1 89 △86.3 42 △90.6
23年8月期第2四半期 5,160 △13.0 614 △20.1 650 △10.3 449 △14.4

（注）包括利益 24年8月期第2四半期 △62百万円 （―％） 23年8月期第2四半期 390百万円 （―％）

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8月期第2四半期 1.99 ―
23年8月期第2四半期 21.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第2四半期 19,837 14,513 73.2
23年8月期 20,467 14,776 72.0
（参考） 自己資本   24年8月期第2四半期  14,513百万円 23年8月期  14,745百万円

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8月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00
24年8月期 ― 6.00
24年8月期（予想） ― 8.00 14.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8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 10,000 △3.1 460 △44.3 480 △39.3 240 △51.6 11.32



(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３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項(1)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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、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完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で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。実際の業績等は、業績の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」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8月期2Q 21,899,528 株 23年8月期 21,899,528 株
② 期末自己株式数 24年8月期2Q 691,935 株 23年8月期 691,911 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期2Q 21,207,594 株 23年8月期2Q 21,232,032 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建設業界は、東日本大震災の影響によって、全国的に公共事業が滞

ったことにより低調に推移しました。また、被災地の復旧・復興事業も、復興計画の策定や予算執行が出遅れたこ

とによって、その本格着工は秋口以降になると予測されます。 

しかしながら、平成24年度の政府建設投資は、平成23年度同様に、震災関連予算の編成および執行による増額

が見込まれております。また、近い将来に発生が危惧されている東海・東南海・南海地震等の巨大地震や大津波に

備えた防災インフラの再整備事業も各地で着手されつつあり、復興需要や防災需要の顕在化による公的需要の拡大

が見込まれております。 

今回の震災によって、従来の建設の主流である大掛りな鉄筋コンクリート構造物による「フーチング構造」

は、大自然の猛威の前に全く無力であることが、現実として突き付けられております。これに対し、当社の提唱す

る圧入技術による「インプラント構造」は、構造物を構成する一本一本の杭を地盤に深く挿し込み、地球に包み込

んで支えてもらう構造形式で、被災地の復興はもとよりこれからの日本全体の国土防災において、なくてはならな

いコア技術であり、今後の市場拡大が大いに期待されるところであります。 

当社グループは「インプラント構造」による震災の対策・予防に全力を傾けるとともに、エンジニアリング機

能を強化し、「新奇性・発明性に富んだ建設機械」と「建設工事の新しいソリューション」を提供する「工法開発

企業」として、グローバルな発展を目指します。 

こうした中で、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,247百万円（前年同四半期比17.7％減）となりま

した。利益面においては、営業利益は54百万円（同91.1％減）、経常利益は89百万円（同86.3％減）、四半期純利

益は42百万円（同90.6％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ629百万円減少して、19,837百万円と

なりました。これは現金及び預金等の流動資産において184百万円、機械装置及び運搬具等の固定資産において444

百万円の減少があったことによるものです。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ365百万円減少して、5,324百万円となり

ました。これは主に賞与引当金等の流動負債において254百万円、長期借入金等の固定負債において110百万円の減

少があったことによるものであります。 

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ263百万円減少して、14,513百万円と

なりました。これは為替換算調整勘定等の減少によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後予想される復興需要や防災需要において、圧入の優位性を活かした当社グループの事業は、地震対策、津波対

策、震災対策等、多くの分野で社会に貢献できるものと確信しております。しかしながら、復興に向けた動きが出遅

れていることを踏まえ、連結業績予想につきましては、売上高を10,000百万円、営業利益を460百万円、経常利益を

480百万円に修正することといたしました。また、上記に加え法人税率引き下げに関連する法律が公布されたことに

伴う繰延税金資産および繰延税金負債の取り崩しが生じることから、当期純利益を240百万円に修正することといた

しました。 

なお、平成23年10月12日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下のとおりであります。   

平成24年８月期通期連結業績予想数値（平成23年９月１日～平成24年８月31日） 

通期の個別業績予想の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。 

なお、平成23年10月12日の決算短信で発表しました通期の個別業績予想との差異は以下のとおりであります。  

平成24年８月期通期個別業績予想数値（平成23年９月１日～平成24年８月31日） 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

（２）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。  

（３）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。 

  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 

  

前回発表予想（Ａ）  

百万円 

 10,500

百万円

 560

 百万円 

 550

 百万円 

 340

円 銭

16 03 

今回修正予想（Ｂ）   10,000  460  480  240 11 32 

増減額 

（Ｂ－Ａ）  
 △500  △100  △70  △100 － 

増減率（％）   △4.8  △17.9  △12.7  △29.4 － 

前期実績   10,322  825  790  495 23 36 

  売上高 経常利益 当期純利益  
１株当たり 

当期純利益  

  

前回発表予想（Ａ）  

百万円 

 8,300

 百万円 

 350

 百万円 

 200

円 銭

9 43 

今回修正予想（Ｂ）   8,300  300  100 4 72 

増減額 

（Ｂ－Ａ）  
 －  △50  △100 － 

増減率（％）   －  △14.3  △50.0 － 

前期実績   8,082  202  281 13 25 

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８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,332,022 3,972,307

受取手形及び売掛金 3,841,750 3,810,290

製品 828,085 769,360

仕掛品 593,055 858,061

未成工事支出金 13,173 1,899

原材料及び貯蔵品 741,035 874,961

繰延税金資産 387,251 402,411

その他 218,669 83,631

貸倒引当金 △16,330 △18,502

流動資産合計 10,938,713 10,754,421

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,062,871 2,042,110

機械装置及び運搬具 6,694,758 5,874,761

土地 4,726,105 4,705,158

建設仮勘定 368,360 392,983

その他 471,040 473,264

減価償却累計額 △6,873,542 △6,466,341

有形固定資産合計 7,449,594 7,021,937

無形固定資産 66,751 59,200

投資その他の資産   

繰延税金資産 685,040 671,321

その他 1,347,957 1,337,387

貸倒引当金 △4,595 △6,279

投資損失引当金 △16,343 －

投資その他の資産合計 2,012,058 2,002,429

固定資産合計 9,528,404 9,083,567

資産合計 20,467,118 19,837,989



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,699,570 1,740,972

短期借入金 312,112 272,112

未払法人税等 45,539 105,767

賞与引当金 281,669 116,562

その他の引当金 11,416 6,512

その他 803,745 657,229

流動負債合計 3,154,053 2,899,157

固定負債   

長期借入金 1,251,680 1,155,624

製品機能維持引当金 241,887 276,985

その他の引当金 54,051 47,380

その他 988,822 945,504

固定負債合計 2,536,441 2,425,493

負債合計 5,690,495 5,324,651

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,431 3,240,431

資本剰余金 4,400,749 4,400,749

利益剰余金 7,705,008 7,577,641

自己株式 △302,258 △302,268

株主資本合計 15,043,930 14,916,553

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,302 7,182

為替換算調整勘定 △296,261 △410,397

その他の包括利益累計額合計 △298,564 △403,215

新株予約権 31,256 －

純資産合計 14,776,623 14,513,337

負債純資産合計 20,467,118 19,837,989



（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９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 5,160,106 4,247,383

売上原価 3,090,525 2,712,601

売上総利益 2,069,581 1,534,782

販売費及び一般管理費 1,454,791 1,479,800

営業利益 614,790 54,981

営業外収益   

受取利息 551 642

受取配当金 784 794

為替差益 － 20,854

不動産賃貸料 10,641 10,090

スクラップ売却益 36,800 3,036

その他 21,842 9,637

営業外収益合計 70,620 45,057

営業外費用   

支払利息 9,419 8,033

たな卸資産廃棄損 8,358 －

為替差損 16,400 －

その他 980 2,980

営業外費用合計 35,159 11,013

経常利益 650,250 89,025

特別利益   

固定資産売却益 13,165 7,236

新株予約権戻入益 － 31,256

特別利益合計 13,165 38,492

特別損失   

固定資産廃棄損 23,094 －

投資有価証券評価損 － 7,822

特別損失合計 23,094 7,822

税金等調整前四半期純利益 640,322 119,696

法人税等 191,049 77,402

少数株主損益調整前四半期純利益 449,272 42,293

四半期純利益 449,272 42,293



（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９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 449,272 42,293

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,162 9,485

為替換算調整勘定 △61,996 △114,136

その他の包括利益合計 △58,834 △104,651

四半期包括利益 390,438 △62,357

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 390,438 △62,357

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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