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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 2,305 17.9 210 144.3 194 195.9 102 249.5
24年3月期第2四半期 1,955 △2.5 86 △34.4 65 △32.1 29 △41.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 103百万円 （267.3％） 24年3月期第2四半期 28百万円 （△36.6％）

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

25年3月期第2四半期 11.39 ―

24年3月期第2四半期 3.26 ―

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

25年3月期第2四半期 4,942 2,188 43.9 241.67
24年3月期 4,901 2,129 43.0 234.89

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,169百万円 24年3月期  2,108百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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 4,550 0.8 370 △4.3 350 △10.0 180 △16.1 20.05



(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 

(注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。  

※  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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 8,987,700 株 24年3月期 8,987,700 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 10,961 株 24年3月期 10,803 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,976,784 株 24年3月期2Q 8,977,707 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、復興需要を背景に一部で緩やかな回復がみられるものの、欧州

債務危機の長期化や新興国経済の減速等を受け、このところ足踏み状態となっており、依然として先行き不透明な状

況で推移いたしました。 

 当社グループの係る建設業界におきましては、復興公共投資や堅調な民間設備投資により概ね好調ながら、業界分

野における濃淡がみられ、厳しい事業環境が続きました。  

 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、受注高2,566百万円（前年同四半期

比19.4％増）、売上高2,305百万円（前年同四半期比17.9％増）となりました。 

 利益面につきましては、営業利益210百万円（前年同四半期比144.3％増）、経常利益194百万円（前年同四半期比

195.9％増）、四半期純利益102百万円（前年同四半期比249.5％増）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。 

①ゴンドラ・舞台 

 受注高につきましては、堅調な民間設備投資に支えられ、1,294百万円（前年同四半期比16.5％増）となりまし

た。 

 売上高につきましては、受注の増加に伴い、1,138百万円（前年同四半期比6.2％増）となりました。 

②海洋関連 

 受注高につきましては、船舶修理が好調に推移し、961百万円（前年同四半期比39.8％増）となりました。 

 売上高につきましては、船舶修理の受注増が大きく寄与し、855百万円（前年同四半期比92.8％増）となりまし

た。 

③その他 

 受注高につきましては、産業機械が振るわず、310百万円（前年同四半期比11.4％減）となりました。 

 売上高につきましては、受注の減少に伴い、312百万円（前年同四半期比29.2％減）となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が減少しましたが、現金及び預金並びに仕掛

品が増加したこと等により4,942百万円となり、前連結会計年度末の4,901百万円から41百万円の増加となりました。

 負債の部も、未払法人税の減少等がありましたが、借入金の増加等により2,754百万円となり、前連結会計年度末

の2,771百万円から16百万円の減少となりました。 

 また、純資産の部は、四半期純利益の計上等により2,188百万円となり、前連結会計年度末の2,129百万円から58百

万円の増加となりました。 

 これらの結果により、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、43.9％と前連結会計年度末より0.9%上昇し

ております。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月15日に公表いたしました業績予想から修正はしておりません。  

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

   

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

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。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 513,425 757,244

受取手形及び売掛金 1,316,431 1,090,233

仕掛品 74,966 129,223

原材料及び貯蔵品 64,433 69,500

繰延税金資産 93,668 77,403

その他 41,721 39,797

貸倒引当金 △5,506 △4,335

流動資産合計 2,099,138 2,159,065

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 385,242 375,200

機械装置及び運搬具（純額） 38,281 33,817

工具、器具及び備品（純額） 21,581 19,317

土地 1,900,031 1,900,031

その他（純額） 13,926 12,866

有形固定資産合計 2,359,063 2,341,233

無形固定資産 140,031 140,069

投資その他の資産   

投資有価証券 166,665 162,531

繰延税金資産 4,980 802

その他 138,187 142,791

貸倒引当金 △7,050 △3,570

投資その他の資産合計 302,782 302,555

固定資産合計 2,801,877 2,783,858

資産合計 4,901,016 4,942,923



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 671,850 657,446

短期借入金 89,800 129,000

1年内返済予定の長期借入金 214,188 934,572

未払法人税等 170,492 79,211

賞与引当金 69,109 71,057

工事損失引当金 111,247 93,614

その他 234,963 207,459

流動負債合計 1,561,650 2,172,360

固定負債   

長期借入金 903,648 270,077

退職給付引当金 215,387 205,463

その他 90,702 106,512

固定負債合計 1,209,738 582,053

負債合計 2,771,389 2,754,413

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 1,110,870 1,168,252

自己株式 △1,129 △1,149

株主資本合計 2,104,193 2,161,556

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,939 △1,161

為替換算調整勘定 2,488 9,012

その他の包括利益累計額合計 4,428 7,850

少数株主持分 21,005 19,103

純資産合計 2,129,627 2,188,509

負債純資産合計 4,901,016 4,942,923



（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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,955,978 2,305,913

売上原価 1,518,339 1,734,264

売上総利益 437,638 571,649

販売費及び一般管理費 351,508 361,260

営業利益 86,129 210,388

営業外収益   

受取利息 96 724

受取配当金 386 1,720

その他 4,501 2,595

営業外収益合計 4,984 5,040

営業外費用   

支払利息 14,677 11,776

為替差損 10,148 8,695

その他 499 311

営業外費用合計 25,325 20,783

経常利益 65,788 194,646

特別損失   

固定資産除売却損 5 －

特別損失合計 5 －

税金等調整前四半期純利益 65,782 194,646

法人税、住民税及び事業税 19,629 74,805

法人税等調整額 22,852 22,271

法人税等合計 42,482 97,077

少数株主損益調整前四半期純利益 23,300 97,569

少数株主損失（△） △5,958 △4,697

四半期純利益 29,258 102,266



（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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 23,300 97,569

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,933 △3,101

為替換算調整勘定 6,889 9,319

その他の包括利益合計 4,956 6,217

四半期包括利益 28,257 103,786

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 33,820 105,688

少数株主に係る四半期包括利益 △5,563 △1,901



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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