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1.  平成25年9月期第2四半期の業績（平成24年10月1日～平成25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 ％

25年9月期第2四半期 6,007 11.2 △678 ― △607 ― △682 ―
24年9月期第2四半期 5,402 △38.0 △447 ― △368 ― △255 ―

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9月期第2四半期 △46.77 ―
24年9月期第2四半期 △17.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 20,014 16,248 81.2
24年9月期 20,451 16,748 81.9
（参考） 自己資本  25年9月期第2四半期  16,248百万円 24年9月期  16,748百万円

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9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年9月期 ― 0.00
25年9月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 9月期の業績予想（平成24年10月 1日～平成25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 12,000 7.0 △750 ― △600 ― △680 ― △46.62



(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） 

※  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9月期2Q 15,000,000 株 24年9月期 15,000,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 416,676 株 24年9月期 413,673 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 14,584,752 株 24年9月期2Q 14,586,635 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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2012暦年(1～12月)の鉄骨需要量は、約460万トンとなり、緩やかながらも回復基調が続いておりま

す。 

 また、自民党政権による経済再生策の施行により、当鉄骨業界を含めた建設業の期待は高まっており

ますが、当第２四半期累計期間においては未だ実需に結び付いておらず、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たものの、当第２四半期累計期間の受注高は前年同四半期比

14.4％減の6,023百万円となりましたが、完成工事高は、前年同四半期比11.2％増の6,007百万円とな

り、当第２四半期累計期間末の受注残高は、前年同四半期比3.3％減の6,739百万円となりました。 

 損益面では、営業損失は678百万円(前年同四半期営業損失は447百万円)、経常損失は607百万円(前年

同四半期経常損失は368百万円)、四半期純損失は特別損失に減損損失（41百万円）及び損害賠償金（29

百万円）を計上し、682百万円(前年同四半期四半期純損失は255百万円)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20,451百万円から20,014百万円と437百万円減

少しました。これは、売上債権及び未成工事支出金の増加があるものの、現金預金及び未収入金が減少

したことによるものであります。 

 総負債は、長期借入金及び退職給付引当金の減少があるものの、工事未払金等が増加したことによ

り、62百万円の増加となりました。 

 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、500百万円の

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1,036百万円減少し、3,702百万円となりました。 

 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。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当第２四半期累計期間における営業活動の結果、減少した資金は1,067百万円(前年同四半期は460

百万円の増加)となりました。これは、税引前四半期純損失の計上、売上債権の増加及び未成工事支

出金の増加等があったことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 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142百万円(前年同四半期は207百

万円の増加)となりました。これは、定期預金の預入及び固定資産の取得による支出があるものの、

定期預金の払戻及び投資有価証券の償還等による収入が上回ったことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 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111百万円(前年同四半期は155百

万円の減少)となりました。これは、長期借入金の返済及び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25年2月8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

（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。 

  

（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年10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。 

  これによる当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,239,199 4,102,267

受取手形・完成工事未収入金 7,734,058 8,339,446

未成工事支出金 439,749 659,503

材料貯蔵品 105,163 122,643

未収入金 295,776 40,782

その他 13,948 18,087

貸倒引当金 △22,013 △25,093

流動資産合計 13,805,882 13,257,638

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,172,890 1,097,226

機械・運搬具（純額） 386,952 370,360

土地 4,026,656 4,026,656

その他（純額） 9,761 17,233

有形固定資産合計 5,596,261 5,511,476

無形固定資産 14,756 14,015

投資その他の資産

投資有価証券 903,970 1,101,847

その他 166,057 163,393

貸倒引当金 △35,250 △34,000

投資その他の資産合計 1,034,777 1,231,241

固定資産合計 6,645,795 6,756,733

資産合計 20,451,677 20,014,371

負債の部

流動負債

工事未払金 2,207,829 2,378,366

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 5,017 5,033

未成工事受入金 1,652 －

工事損失引当金 36,831 3,912

賞与引当金 45,846 34,403

その他 242,251 206,507

流動負債合計 3,013,788 3,102,582

固定負債

長期借入金 83,170 45,990

退職給付引当金 455,166 422,650

役員退職慰労引当金 96,795 99,884

その他 54,027 94,645

固定負債合計 689,159 663,171

負債合計 3,702,948 3,765,754
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成25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 15,528,965 14,773,868

自己株式 △129,529 △130,091

株主資本合計 16,927,057 16,171,397

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △178,327 77,220

評価・換算差額等合計 △178,327 77,220

純資産合計 16,748,729 16,248,617

負債純資産合計 20,451,677 20,014,371
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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23年10月１日
至 平成24年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

完成工事高 5,402,638 6,007,999

完成工事原価 5,560,541 6,402,805

完成工事総損失（△） △157,903 △394,806

販売費及び一般管理費

役員報酬 27,643 27,929

従業員給料手当 122,345 119,127

退職給付費用 6,065 5,486

役員退職慰労引当金繰入額 4,426 3,981

法定福利費 19,897 20,076

福利厚生費 2,963 3,027

修繕維持費 1,998 2,380

事務用品費 5,697 4,813

通信交通費 15,316 15,812

動力用水光熱費 4,312 4,120

調査研究費 － 1,909

広告宣伝費 25 －

交際費 8,406 7,065

地代家賃 11,962 11,944

減価償却費 8,113 6,297

租税公課 19,358 14,639

保険料 2,756 2,277

雑費 28,308 32,349

販売費及び一般管理費合計 289,595 283,237

営業損失（△） △447,499 △678,043

営業外収益

受取利息 780 3,564

受取配当金 4,519 4,084

不動産賃貸料 39,621 39,647

鉄屑売却益 16,039 20,988

その他 33,446 22,482

営業外収益合計 94,408 90,767

営業外費用

支払利息 3,394 2,819

貸倒引当金繰入額 3,272 1,829

賃貸費用 4,738 4,616

遊休資産管理費 3,418 4,343

投資有価証券償還損 － 6,260

その他 399 404

営業外費用合計 15,224 20,274

経常損失（△） △368,315 △607,550
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(単位：千円)

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 115,556 －

特別利益合計 115,556 －

特別損失

減損損失 － 41,373

損害賠償金 － 29,000

特別損失合計 － 70,373

税引前四半期純損失（△） △252,759 △677,923

法人税、住民税及び事業税 4,742 4,680

法人税等調整額 △2,262 △432

法人税等合計 2,479 4,247

四半期純損失（△） △255,239 △682,171
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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23年10月１日
至 平成24年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25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（△） △252,759 △677,923

減価償却費 112,366 96,378

減損損失 － 41,373

貸倒引当金の増減額（△は減少） 914 1,829

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,927 △32,516

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,926 3,089

受取利息及び受取配当金 △5,300 △7,649

支払利息 3,394 2,819

損害賠償損失 － 29,000

売上債権の増減額（△は増加） 1,123,285 △604,652

未成工事支出金の増減額（△は増加） △142,983 △219,755

その他のたな卸資産の増減額 （△は増加） △58,629 △17,480

仕入債務の増減額（△は減少） △204,186 170,536

未成工事受入金の増減額（△は減少） 24,448 △1,652

投資有価証券売却損益（△は益） △115,556 －

投資有価証券償還損益（△は益） － 6,260

その他 △216,362 142,272

小計 233,631 △1,068,071

利息及び配当金の受取額 5,300 7,649

利息の支払額 △3,221 △2,691

法人税等の支払額 224,320 △4,663

営業活動によるキャッシュ・フロー 460,030 △1,067,776

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 － △200,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △39,912 △51,712

無形固定資産の取得による支出 △598 △841

投資有価証券の取得による支出 △52,322 △1,609

投資有価証券の売却による収入 304,160 －

投資有価証券の償還等による収入 － 95,279

貸付けによる支出 △5,050 －

貸付金の回収による収入 1,625 1,575

その他 41 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー 207,944 142,635

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 △37,180 △37,180

自己株式の取得による支出 △19 △562

配当金の支払額 △116,693 △72,926

その他 △1,123 △1,123

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,015 △111,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 512,959 △1,036,932

現金及び現金同等物の期首残高 4,388,844 4,739,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,901,803 3,702,267
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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23年10月１日 （自平成24年10月１日 （自平成23年10月１日

    至平成24年３月31日）    至平成25年３月31日）    至平成24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 25,919 5,132,023 92.5 29,674 5,943,366 95.9 54,765 10,587,671 92.9

プレキャスト
7,728 413,937 7.5 4,539 256,717 4.1 14,017 810,139 7.1

コンクリート

合  計 ― 5,545,960 100.0 ― 6,200,083 100.0 ― 11,397,811 100.0

  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23年10月１日 （自平成24年10月１日 （自平成23年10月１日

    至平成24年３月31日）    至平成25年３月31日）    至平成24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 35,685 6,820,454 97.0 27,958 5,557,963 92.3 64,820 12,200,382 96.8

プレキャスト
2,608 213,323 3.0 5,879 465,158 7.7 5,225 397,871 3.2

コンクリート

合  計 ― 7,033,778 100.0 ― 6,023,122 100.0 ― 12,598,254 100.0

   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23年10月１日 （自平成24年10月１日 （自平成23年10月１日

    至平成24年３月31日）    至平成25年３月31日）    至平成24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 33,600 6,547,161 93.9 33,001 6,328,576 93.9 34,132 6,508,627 96.8

プレキャスト
8,435 425,124 6.1 6,099 411,358 6.1 4,759 216,184 3.2

コンクリート

合  計 ― 6,972,285 100.0 ― 6,739,934 100.0 ― 6,724,812 100.0

  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23年10月１日 （自平成24年10月１日 （自平成23年10月１日

    至平成24年３月31日）    至平成25年３月31日）    至平成24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 25,354 4,999,824 92.5 29,089 5,738,014 95.5 53,957 10,418,286 92.9

プレキャスト
7,724 402,813 7.5 4,539 269,985 4.5 14,017 796,300 7.1

コンクリート

合  計 ― 5,402,638 100.0 ― 6,007,999 100.0 ― 11,214,586 100.0
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