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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 11,281 5.3 192 ― 331 506.4 265 806.6
24年3月期第2四半期 10,709 △1.7 △91 ― 54 △10.6 29 33.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 225百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 2百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 21.51 ―
24年3月期第2四半期 2.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 17,130 8,760 51.1
24年3月期 18,238 8,626 47.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,760百万円 24年3月期  8,626百万円

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  
24年３月期期末配当金の内訳 普通配当 ６円00銭 特別配当 ４円00銭  

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 ― ― ― 10.00 10.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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 26,000 4.6 550 3.4 800 1.5 500 71.8 41.12



(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P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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.3「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（３）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おります。  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。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、添付資料P.2「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」をご覧く
ださい。 

※  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   ：  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 13,100,000 株 24年3月期 13,100,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 661,485 株 24年3月期 817,252 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 12,357,749 株 24年3月期2Q 12,092,726 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、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな回復傾向が

続いたものの、欧州財政の金融不安や円高の長期化等により、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いてお

ります。 

このような状況の中ではありますが、当社グループでは、受注体制の充実、施工体制の強化、コスト低減努力の

効果により、前年同期と比べますと増収増益となりました。当社グループにおける当第２四半期連結累計期間の連

結経営成績につきましては、受注高は193億４千１百万円（前年同期比130.3％)、売上高は112億８千１百万円（前

年同期比105.3％）となりました。 

また、利益につきましては、経常利益は３億３千１百万円（前年同期比606.4％)、四半期純利益は２億６千５百

万円（前年同期比906.6％）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総資産は171億３千万円（前連結会計年度末182億３千８百万円）となり、

前連結会計年度末に比べ11億８百万円減少しました。この主な要因は、現金預金及び未成工事支出金が増加した一

方で、受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は83億６千９百万円（前連結会計年度末96億１千２百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ12億４千２百万円減少しました。この主な要因は、支払手形・工事未払金等及び短期

借入金が減少し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87億６千万円（前連結会計年度末86億２千６百万円）となり、前

連結会計年度末に比べ１億３千４百万円増加しました。この主な要因は、配当金の支払いによる減少があったもの

の、四半期純利益の計上によって利益剰余金が増加したことによるものであります。 

（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連結キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億３千２百万円増加し、25億７千

６百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

営業活動の結果獲得した資金は６億１千９百万円（前年同期は21億５千４百万円の獲得）となりました。主な増

加の内訳は、税金等調整前四半期純利益の計上額４億２千６百万円（前年同期は５千４百万円の計上）及び売上債

権の減少額26億４千１百万円（前年同期は45億１千６百万円の減少）、主な減少の内訳は、未成工事支出金の増加

額11億９千４百万円（前年同期は７億９千３百万円の増加）及び仕入債務の減少額11億１千９百万円（前年同期は

15億４千２百万円の減少）であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

投資活動の結果使用した資金は１億５千８百万円（前年同期は８千３百万円の使用）となりました。主な増加の

内訳は、有形固定資産の売却による収入１億１千万円（前年同期は２千７百万円の収入）、主な減少の内訳は、有

形固定資産の取得による支出２億１千７百万円（前年同期は９千３百万円の支出）であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

財務活動の結果減少した資金は２億２千７百万円（前年同期は２億７千６百万円の減少）となりました。主な増

加の内訳は、自己株式の売却による収入４千２百万円（前年同期は２億８千万円の収入）、主な減少の内訳は、短

期借入金の純減少額１億円（前年同期は３億８千万円の減少）及び配当金の支払額１億３千万円（前年同期は１億

２千万円の支払）であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月10日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありませ

ん。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

第１四半期連結会計期間より、宏正工業株式会社を、平成24年４月27日付で全株式を取得し子会社化したため、

連結の範囲に含めております。 

  

（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。 

  

（３）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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

（役員退職慰労引当金の廃止） 

当社は、平成24年６月26日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議い

たしました。また、連結子会社においても定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を

決議いたしました。 

これに伴い、当社及び連結子会社の「役員退職慰労引当金」の金額を取り崩し、打ち切り支給額の未払い分89百

万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

3

西日本システム建設（株）（1933）
平成25年３月期 第２四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表 
（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   

現金預金 2,722 2,969

受取手形・完成工事未収入金等 6,412 3,777

商品 208 159

未成工事支出金 991 2,193

材料貯蔵品 139 198

その他 450 362

貸倒引当金 △2 △4

流動資産合計 10,923 9,656

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,123 1,272

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 89 100

土地 2,082 2,078

その他（純額） 7 6

有形固定資産合計 3,302 3,458

無形固定資産 95 97

投資その他の資産   

投資有価証券 3,052 3,028

その他 879 911

貸倒引当金 △14 △22

投資その他の資産合計 3,916 3,918

固定資産合計 7,315 7,474

資産合計 18,238 17,130

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,675 2,564

短期借入金 2,786 2,686

未払法人税等 94 165

賞与引当金 326 338

完成工事補償引当金 6 6

工事損失引当金 2 26

その他 589 721

流動負債合計 7,481 6,508

固定負債   

長期借入金 131 94

退職給付引当金 1,505 1,371

役員退職慰労引当金 177 －

その他 316 395

固定負債合計 2,131 1,861

負債合計 9,612 8,369
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 801 801

資本剰余金 562 562

利益剰余金 7,419 7,554

自己株式 △204 △165

株主資本合計 8,578 8,752

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47 7

その他の包括利益累計額合計 47 7

純資産合計 8,626 8,760

負債純資産合計 18,238 17,130
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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 10,709 11,281

売上原価 9,880 10,047

売上総利益 828 1,233

販売費及び一般管理費 920 1,041

営業利益又は営業損失（△） △91 192

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 23 25

持分法による投資利益 47 51

受取賃貸料 42 41

その他 44 31

営業外収益合計 159 151

営業外費用   

支払利息 7 7

その他 6 4

営業外費用合計 13 11

経常利益 54 331

特別利益   

固定資産売却益 － 94

特別利益合計 － 94

税金等調整前四半期純利益 54 426

法人税等 25 160

少数株主損益調整前四半期純利益 29 265

四半期純利益 29 265
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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 29 265

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26 △39

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △26 △39

四半期包括利益 2 225

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2 225

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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 54 426

減価償却費 82 79

のれん償却額 － 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △110 12

工事損失引当金の増減額（△は減少） △10 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48 △133

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29 △88

受取利息及び受取配当金 △25 △26

支払利息 7 7

持分法による投資損益（△は益） △47 △51

固定資産売却損益（△は益） － △94

売上債権の増減額（△は増加） 4,516 2,641

未成工事支出金の増減額（△は増加） △793 △1,194

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △50 △11

仕入債務の増減額（△は減少） △1,542 △1,119

未成工事受入金の増減額（△は減少） 227 162

その他 4 26

小計 2,233 664

利息及び配当金の受取額 36 40

利息の支払額 △6 △6

法人税等の支払額 △109 △78

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,154 619

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △345 △78

定期預金の払戻による収入 337 63

有形固定資産の取得による支出 △93 △217

有形固定資産の売却による収入 27 110

無形固定資産の取得による支出 △13 △19

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 8

貸付けによる支出 － △20

その他の支出 △8 △27

その他の収入 12 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △83 △158

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） △380 △100

長期借入れによる収入 250 －

長期借入金の返済による支出 △54 △37

自己株式の取得による支出 △250 △0

自己株式の売却による収入 280 42

配当金の支払額 △120 △130

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △276 △227

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,795 232

現金及び現金同等物の期首残高 1,160 2,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,955 2,576
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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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