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1.  平成24年9月期第2四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第2四半期 5,402 △38.0 △447 ― △368 ― △255 ―
23年9月期第2四半期 8,712 △0.9 △568 ― △471 ― △493 ―

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9月期第2四半期 △17.50 ―
23年9月期第2四半期 △33.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 21,049 17,699 84.1
23年9月期 21,750 18,022 82.9
（参考） 自己資本  24年9月期第2四半期  17,699百万円 23年9月期  18,022百万円

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9月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年9月期 ― 0.00
24年9月期（予想） ― 5.00 5.00

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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  
詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 13,000 △29.6 △850 ― △700 ― △600 ― △41.13



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期2Q 15,000,000 株 23年9月期 15,000,000 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 413,365 株 23年9月期 413,255 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 14,586,635 株 23年9月期2Q 14,590,479 株

※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実施中です。 

※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及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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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2011歴年(1～12月)の鉄骨需要量は、約426万トンとなり、3年連続で400万トン台の低位の需要推移と
なりました。  
当第２四半期累計期間も、昨年の秋以降の欧州の金融不安や円高、国内経済低迷による設備投資意欲
の減衰などにより、依然厳しい需要環境が続いております。  
ゼネコンの指し値攻勢と同業他社の過当競争、鋼材価格の上伸、品質の厳格化など、課題も山積して
おります。  
このような中、当社は受注に鋭意努力し、当第２四半期累計期間の受注高は前年同四半期比115.6％
増の7,033,778千円となりましたが、完成工事高は、前期末の受注残高の大幅な減少（前々期末の
14,790,931千円から前期末は5,341,144千円へ減少)により、前年同四半期比38.0％減の5,402,638千円
となり、当第２四半期累計期間末の受注残高も、前年同四半期比25.4％減の6,972,285千円となりまし
た。  
損益面でも、営業損失は447,499千円(前年同四半期営業損失は568,861千円)、経常損失は368,315千
円(前年同四半期経常損失は471,720千円)、四半期純損失は特別利益に投資有価証券売却益を計上しま
したが、255,239千円(前年同四半期四半期純損失は493,749千円)となりました。  
なお、当社は建設業以外の事業を営んでいないため、セグメントに関する業績は記載しておりませ
ん。  

  

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末の21,750,756千円から21,049,932千円と700,824
千円減少しました。これは、現金及び預金、未成工事支出金及び材料貯蔵品の増加があるものの、売上
債権等が減少したことによるものであります。 
総負債は、工事未払金、工事損失引当金及び長期借入金等が減少したことにより、378,466千円の減
少となりました。 
純資産は、その他有価証券評価差額金の増加があるものの、利益剰余金の減少により、322,357千円
の減少となりました。 

  

当第２四半期累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、前事業年度末に比
べ512,959千円増加し、4,901,803千円となりました。  
当第２四半期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要因は次のとおりでありま
す。  

当第２四半期累計期間における営業活動の結果、増加した資金は460,030千円(前年同四半期は
1,511,664千円の減少)となりました。これは、税引前四半期純損失の計上、仕入債務の減少及び未成
工事支出金の増加等があるものの、売上債権の減少及び法人税等の還付等があったことによるもので
あります。  

当第２四半期累計期間における投資活動の結果、増加した資金は207,944千円(前年同四半期は
82,358千円の減少)となりました。これは、固定資産及び投資有価証券の取得による支出があるもの
の、投資有価証券の売却による収入が上回ったことによるものであります。  

当第２四半期累計期間における財務活動の結果、減少した資金は155,015千円(前年同四半期は
149,228千円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済と配当金の支払によるものでありま
す。  

  

業績予想につきましては、平成24年2月9日に公表しました業績予想から、通期の業績予想を修正して
おります。詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く
ださい。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（４）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。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,388,844 4,901,803

受取手形・完成工事未収入金 9,742,861 8,619,575

未成工事支出金 245,032 388,016

材料貯蔵品 113,122 171,752

未収入金 290,787 115,030

その他 13,864 23,995

貸倒引当金 △42,453 △40,117

流動資産合計 14,752,058 14,180,054

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,230,752 1,213,726

機械・運搬具（純額） 449,358 412,668

土地 4,028,247 4,028,247

その他（純額） 17,207 6,646

有形固定資産合計 5,725,566 5,661,288

無形固定資産 18,418 16,317

投資その他の資産

投資有価証券 1,146,265 1,059,579

その他 140,447 167,941

貸倒引当金 △32,000 △35,250

投資その他の資産合計 1,254,713 1,192,271

固定資産合計 6,998,698 6,869,877

資産合計 21,750,756 21,049,932

負債の部

流動負債

工事未払金 2,034,987 1,830,800

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 74,360 74,360

未払法人税等 － 6,394

未成工事受入金 － 24,448

工事損失引当金 108,455 26,585

賞与引当金 44,460 46,393

その他 239,505 189,962

流動負債合計 2,901,768 2,598,944

固定負債

長期借入金 157,530 120,350

退職給付引当金 526,117 488,190

役員退職慰労引当金 89,443 92,369

その他 53,726 50,264

固定負債合計 826,817 751,174

負債合計 3,728,585 3,350,119
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 955,491 955,491

資本剰余金 572,129 572,129

利益剰余金 16,701,737 16,329,804

自己株式 △129,273 △129,293

株主資本合計 18,100,085 17,728,132

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △77,914 △28,318

評価・換算差額等合計 △77,914 △28,318

純資産合計 18,022,170 17,699,813

負債純資産合計 21,750,756 21,049,932
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３月31日)

完成工事高 8,712,510 5,402,638

完成工事原価 8,962,154 5,560,541

完成工事総損失（△） △249,644 △157,903

販売費及び一般管理費

役員報酬 32,664 27,643

従業員給料手当 130,220 122,345

退職給付費用 4,909 6,065

役員退職慰労引当金繰入額 3,888 4,426

法定福利費 20,426 19,897

福利厚生費 2,991 2,963

修繕維持費 3,040 1,998

事務用品費 6,400 5,697

通信交通費 15,205 15,316

動力用水光熱費 3,972 4,312

調査研究費 587 －

広告宣伝費 800 25

貸倒引当金繰入額 3,452 －

交際費 8,852 8,406

地代家賃 13,328 11,962

減価償却費 9,069 8,113

租税公課 23,041 19,358

保険料 2,698 2,756

雑費 33,667 28,308

販売費及び一般管理費合計 319,217 289,595

営業損失（△） △568,861 △447,499

営業外収益

受取利息 600 780

受取配当金 4,602 4,519

不動産賃貸料 40,146 39,621

鉄屑売却益 44,502 16,039

その他 35,266 33,446

営業外収益合計 125,118 94,408

営業外費用

支払利息 3,984 3,394

貸倒引当金繰入額 18,750 3,272

賃貸費用 － 4,738

減価償却費 － 3,418

その他 5,242 399

営業外費用合計 27,976 15,224

経常損失（△） △471,720 △368,315

特別利益

投資有価証券売却益 － 115,556

特別利益合計 － 115,556

税引前四半期純損失（△） △471,720 △252,759

法人税、住民税及び事業税 4,528 4,742

法人税等調整額 17,500 △2,262

法人税等合計 22,028 2,479

四半期純損失（△） △493,749 △255,239
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成23年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △471,720 △252,759

減価償却費 105,462 112,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） 22,202 914

退職給付引当金の増減額（△は減少） △43,756 △37,927

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26,229 2,926

受取利息及び受取配当金 △5,202 △5,300

支払利息 3,984 3,394

売上債権の増減額（△は増加） △2,416,406 1,123,285

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,525,120 △142,983

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 130,525 △58,629

仕入債務の増減額（△は減少） 726,998 △204,186

未成工事受入金の増減額（△は減少） △15,958 24,448

投資有価証券売却損益（△は益） － △115,556

その他 △590,789 △216,362

小計 △1,055,769 233,631

利息及び配当金の受取額 5,202 5,300

利息の支払額 △3,811 △3,221

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △457,286 224,320

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,511,664 460,030

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 △20,435 △39,912

無形固定資産の取得による支出 △1,341 △598

投資有価証券の取得による支出 △41,658 △52,322

投資有価証券の売却による収入 － 304,160

貸付けによる支出 △21,800 △5,050

貸付金の回収による収入 2,750 1,625

その他 126 41

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,358 207,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △30,930 △37,180

自己株式の取得による支出 △1,168 △19

配当金の支払額 △116,744 △116,693

その他 △386 △1,123

財務活動によるキャッシュ・フロー △149,228 △155,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,743,250 512,959

現金及び現金同等物の期首残高 7,381,139 4,388,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,637,889 4,901,803
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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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４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成22年10月１日 （自平成23年10月１日 （自平成22年10月１日

    至平成23年３月31日）    至平成24年３月31日）    至平成23年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 33,399 6,664,260 95.4 25,919 5,132,023 92.5 61,197 12,467,964 95.3

プレキャスト
5,509 322,124 4.6 7,728 413,937 7.5 9,564 618,176 4.7

コンクリート

合  計 ― 6,986,384 100.0 ― 5,545,960 100.0 ― 13,086,140 100.0

  ② 受注状況

   イ．受注高

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成22年10月１日 （自平成23年10月１日 （自平成22年10月１日

    至平成23年３月31日）    至平成24年３月31日）    至平成23年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 14,450 2,910,652 89.2 35,685 6,820,454 97.0 39,592 8,076,249 89.5

プレキャスト
4,762 352,492 10.8 2,608 213,323 3.0 17,551 951,108 10.5

コンクリート

合  計 ― 3,263,145 100.0 ― 7,033,778 100.0 ― 9,027,357 100.0

   ロ．受注残高

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成22年10月１日 （自平成23年10月１日 （自平成22年10月１日

    至平成23年３月31日）    至平成24年３月31日）    至平成23年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 40,838 9,010,447 96.5 33,600 6,547,161 93.9 23,269 4,726,530 88.5

プレキャスト
4,824 331,120 3.5 8,435 425,124 6.1 13,551 614,614 11.5

コンクリート

合  計 ― 9,341,567 100.0 ― 6,972,285 100.0 ― 5,341,144 100.0

  ③ 販売実績

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

（自平成22年10月１日 （自平成23年10月１日 （自平成22年10月１日

    至平成23年３月31日）    至平成24年３月31日）    至平成23年９月30日）

製品別
数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比 数  量 金  額 構成比

（屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%） （屯・m3) （千円） （%）

鉄  骨 38,376 8,143,618 93.5 25,354 4,999,824 92.5 81,087 17,593,131 95.2

プレキャスト
10,711 568,891 6.5 7,724 402,813 7.5 14,772 884,013 4.8

コンクリート

合  計 ― 8,712,510 100.0 ― 5,402,638 100.0 ― 18,477,144 100.0
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