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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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12月期第2四半期 12,425 △1.1 574 6.9 547 5.4 253 34.6
23年12月期第2四半期 12,558 △0.9 537 △33.2 519 △33.4 188 △23.4

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 332百万円 （58.1％） 23年12月期第2四半期 210百万円 （―％）

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12月期第2四半期 23.18 ―

23年12月期第2四半期 17.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期第2四半期 21,970 7,924 31.1 625.62
23年12月期 20,958 7,644 31.6 605.10

（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  6,843百万円 23年12月期  6,618百万円

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12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年12月期 ― 4.00

24年12月期（予想） ― 4.00 8.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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  ：  無  
 

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 25,000 △2.4 1,100 △14.5 1,050 △15.8 470 △11.0 42.97
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(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  

(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
半期財務諸表に対するレビュー手続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等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づき作成したものであり、今後当社を取り巻く経済状況等の変
化により、上記の予想数値とは異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】Ｐ．５「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」をご覧下さい。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

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12月期2Q 11,532,630 株 23年12月期 11,532,630 株

② 期末自己株式数 24年12月期2Q 594,298 株 23年12月期 594,298 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 10,938,332 株 23年12月期2Q 10,938,332 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経済は、東日本大震災の影響による経済活動の大きな落ち込みからは

回復が見られたものの、長期化する円高や欧州債務危機による世界経済の減速に加え、電力供給不安等により景気

の先行きは不透明な状況が続いております。 

 建設業界におきましては、住宅エコポイント制度の再開の効果などから住宅着工戸数が持ち直しつつあるもの

の、民間設備投資の低迷から受注環境は依然として厳しい状況で推移しております。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、前連結会計年度に引き続き企画・提案営業の強化による

受注活動に努めました。 

 以上の結果、当社グループの業績につきましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において戸建

住宅の売上が順調に推移したものの、前期の繰越工事高の影響により当社の建築土木工事の売上が減少したこと等

から、売上高は前年同期比 ％減の 百万円となりました。 

 利益につきましては、住宅事業セグメントにおいて販売費及び一般管理費が増加したものの、同セグメントにお

いて売上高が増加した影響から、連結営業利益は前年同期比 ％増の 百万円、連結経常利益は前年同期比

％増の 百万円となりました。また、連結四半期純利益につきましては、前期に資産除去債務会計基準の適用に

伴う特別損失を計上した影響から、前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、下記のセグメント別営業利益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおります。 

  

＜建設事業＞ 

 建設事業セグメントに関しましては、建築土木工事において当期の受注は好調に推移したものの、前期からの繰

越工事が少なかった影響等から、売上高は前年同期比 ％減の 百万円、営業利益は前年同期比 ％減の

百万円となりました。 

  

＜設備事業＞ 

 設備事業セグメントに関しましては、連結子会社である三樹エンジニアリング株式会社において、収益性の高い

工事完成があった影響等から、売上高は前年同期比 ％増の 百万円、営業利益は前年同期比 ％増の

百万円となりました。 

  

＜住宅事業＞ 

 住宅事業セグメントに関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において、前年同期と比較

して引渡棟数が増加した影響により、売上高は前年同期比 ％増の 百万円となりました。営業利益につきま

しては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において、人員の増加に伴い販売費及び一般管理費が増加

したものの、売上高増加の影響により、営業利益は前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 不動産賃貸事業セグメントに関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において賃貸物件の

収入が増加したこと等により、売上高は前年同期比 ％増の 百万円となりました。営業利益に関しましては

売上高の増加による影響に加え、前期に当社において業務委託手数料の発生等から販売費及び一般管理費が増加し

ていた影響から、前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

  

＜その他事業＞ 

 その他事業セグメントに関しましては、連結子会社である株式会社リブライフにおいて運営する飲食事業の売上

が前年を下回った結果、売上高は前年同期比 ％減の 百万円となりました。また、営業損益に関しましては、

当社において太陽光発電事業関連の支出 百万円が発生したこと等から、営業損失 百万円（前年同期 営業損失

百万円）となりました。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

1.1 12,425

6.9 574 5.4

547

34.6 253

22.4 3,093 27.4

189

7.0 1,816 10.6 107

8.0 6,821

59.0 203

35.9 540

132.7 100

4.4 152

13 10 1

－4－

美樹工業㈱　（1718）　平成24年12月期第２四半期決算短信



（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況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、販売用不動産の取得に伴うたな卸資産の増加及び太陽光

発電事業設備の完成に伴う機械・運搬具の増加等により、 百万円（前連結会計年度末は 百万円）とな

りました。 

 負債につきましては、太陽光発電事業の開始に伴い長期借入金が増加したこと等により、 百万円（前連結

会計年度末は 百万円）となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益による利益剰余金の増加等により、 百万円（前連結会計年度末は

百万円）となりました。 

  

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キャッシュ・フローは、投資活動により 百万円減少しましたが、営業活

動により 百万円、財務活動により 百万円が増加した結果、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、前第２四半期連結会計期間末と比べ 百万円増加し、 百万円となり

ました。 

  

 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） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加 百万円等の減

少要因がありますが、税金等調整前四半期純利益 百万円、売上債権の減少 百万円及び減価償却費 百万円

等により、資金は 百万円の増加（前年同四半期は 百万円の増加）となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入

百万円の増加要因がありますが、有形固定資産の取得による支出 百万円等により、資金は 百万円の減少（前

年同四半期は 百万円の減少）となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出 百

万円及びリース債務の返済による支出 百万円等の減少要因がありますが、長期借入れによる収入 百万円等に

より、資金は 百万円の増加（前年同四半期は 百万円の減少）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月10日に公表いたしました平成24年12月期通期連結業績予想に変更はありません。 

  

21,970 20,958

14,046

13,313

7,924

7,644

791

688 242

487 1,521

566

541 468 278

688 474

205

996 791

104

437

109 761

242 204
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（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 

・ 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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （減価償却方法の変更） 

 連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフは、法人税法の改正（経済社会の構造の

変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成23年法律第114号）及び法人税施

行令の一部を改正する政令（平成23年政令第379号））に伴い、当第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによ

る損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,065,414 1,409,295

受取手形・完成工事未収入金等 1,449,860 981,613

たな卸資産 3,600,980 4,167,286

預け金 342,084 137,673

繰延税金資産 117,120 117,622

未収還付法人税等 7,922 －

その他 224,792 259,603

貸倒引当金 △11,885 △7,609

流動資産合計 6,796,290 7,065,485

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,145,548 4,184,896

機械・運搬具（純額） 20,179 606,431

工具器具・備品（純額） 722,689 736,556

土地 7,246,706 7,236,836

リース資産（純額） 476,677 503,562

建設仮勘定 215,996 273,961

有形固定資産合計 12,827,799 13,542,245

無形固定資産 27,011 33,975

投資その他の資産   

投資有価証券 458,843 485,409

破産更生債権等 1,661 761

繰延税金資産 280,413 277,898

その他 639,182 643,632

貸倒引当金 △72,840 △78,653

投資その他の資産合計 1,307,259 1,329,049

固定資産合計 14,162,070 14,905,269

資産合計 20,958,360 21,970,754
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,443,631 1,420,422

短期借入金 1,770,000 1,850,000

1年内返済予定の長期借入金 874,040 874,040

リース債務 178,584 193,328

未払法人税等 106,569 146,210

未成工事受入金 1,576,215 1,604,837

賞与引当金 119,387 127,701

役員賞与引当金 10,500 －

完成工事補償引当金 187,119 186,148

工事損失引当金 20,000 45,920

資産除去債務 7,500 16,239

その他 654,243 831,838

流動負債合計 6,947,790 7,296,688

固定負債   

社債 800,000 800,000

長期借入金 4,287,158 4,611,388

リース債務 293,309 312,284

退職給付引当金 258,978 269,085

役員退職慰労引当金 251,722 265,067

資産除去債務 171,817 171,967

その他 302,790 319,567

固定負債合計 6,365,777 6,749,360

負債合計 13,313,567 14,046,049

純資産の部   

株主資本   

資本金 764,815 764,815

資本剰余金 705,825 705,825

利益剰余金 5,273,189 5,483,026

自己株式 △107,829 △107,829

株主資本合計 6,636,000 6,845,836

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △17,232 △2,649

その他の包括利益累計額合計 △17,232 △2,649

少数株主持分 1,026,025 1,081,518

純資産合計 7,644,792 7,924,705

負債純資産合計 20,958,360 21,970,754
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 12,558,292 12,425,335

売上原価 9,653,769 9,387,540

売上総利益 2,904,522 3,037,794

販売費及び一般管理費 2,367,207 2,463,219

営業利益 537,314 574,574

営業外収益   

受取利息 5,612 5,758

受取配当金 2,777 2,754

受取保険金 7,281 1,034

持分法による投資利益 － 3,730

貸倒引当金戻入額 2,327 7,270

その他 11,994 9,568

営業外収益合計 29,992 30,116

営業外費用   

支払利息 35,851 33,659

社債利息 2,100 2,127

持分法による投資損失 426 －

シンジケートローン手数料 3,000 3,000

その他 6,789 18,675

営業外費用合計 48,168 57,462

経常利益 519,138 547,229

特別利益   

固定資産売却益 4 －

投資有価証券売却益 － 515

会員権売却益 2,837 －

負ののれん発生益 26,827 －

受取和解金 11,000 －

特別利益合計 40,668 515

特別損失   

固定資産売却損 － 2,673

固定資産除却損 4,363 3,904

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 141,232 －

特別損失合計 145,595 6,578

税金等調整前四半期純利益 414,211 541,166

法人税、住民税及び事業税 198,922 223,417

法人税等合計 198,922 223,417

少数株主損益調整前四半期純利益 215,289 317,748

少数株主利益 26,834 64,158

四半期純利益 188,454 253,589
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 215,289 317,748

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,132 14,583

その他の包括利益合計 △5,132 14,583

四半期包括利益 210,156 332,332

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 183,321 268,173

少数株主に係る四半期包括利益 26,834 64,158
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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利益 414,211 541,166

減価償却費 240,308 278,289

貸倒引当金の増減額（△は減少） △196,067 1,536

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,376 8,314

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,500 △10,500

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △12,459 △970

工事損失引当金の増減額（△は減少） 11,825 25,920

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,813 10,106

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,496 13,345

受取利息及び受取配当金 △8,389 △8,512

支払利息及び社債利息 37,952 35,787

持分法による投資損益（△は益） 426 △3,730

固定資産売却損益（△は益） △4 2,673

固定資産除却損 4,363 3,904

投資有価証券売却損益（△は益） － △515

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 141,232 －

負ののれん発生益 △26,827 －

売上債権の増減額（△は増加） 25,298 468,246

たな卸資産の増減額（△は増加） 498,302 △566,305

仕入債務の増減額（△は減少） △475,200 △23,208

未払費用の増減額（△は減少） 22,165 －

未成工事受入金の増減額（△は減少） △65,502 28,622

その他 308,176 182,029

小計 923,006 986,199

利息及び配当金の受取額 8,387 8,715

利息の支払額 △37,945 △35,584

法人税等の支払額 △416,513 △267,399

法人税等の還付額 219 25

その他の支出 △3,000 △3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 474,154 688,955

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 △182,602 △996,173

有形固定資産の売却による収入 85,004 205,647

無形固定資産の取得による支出 △2,699 △1,410

投資有価証券の取得による支出 △299 △299

投資有価証券の売却による収入 － 647

資産除去債務の履行による支出 △1,784 －

その他 △1,800 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,181 △791,587
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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） △130,000 80,000

長期借入れによる収入 220,000 761,250

長期借入金の返済による支出 △369,527 △437,020

社債の発行による収入 197,082 －

リース債務の返済による支出 △69,524 △109,644

配当金の支払額 △43,753 △43,817

少数株主への配当金の支払額 △8,666 △8,666

財務活動によるキャッシュ・フロー △204,388 242,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 165,584 139,470

現金及び現金同等物の期首残高 868,548 1,382,498

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,034,133 1,521,969
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

  

  

 当社は、総合設立型の厚生年金基金「兵庫県建設業厚生年金基金」に加入しておりますが、退職給付制度の総

合的な見直しの一環として、平成24年７月30日開催の取締役会において同基金から脱退することを決議いたしま

した。 

 当該基金からの脱退に伴い脱退時特別掛金の負担の発生が見込まれておりますが、その負担金額については、

本年９月の定例代議員会の脱退承認後に確定する予定であります。詳細につきましては、本日（平成24年７月30

日）公表の「厚生年金基金脱退に伴う特別損失発生のお知らせ」をご覧ください。  

（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

（６）重要な後発事象
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