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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 2,050 △11.1 124 △40.7 131 △32.2 85 △16.7
25年3月期第2四半期 2,305 17.9 210 144.3 194 195.9 102 249.5

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 77百万円 （△25.2％） 25年3月期第2四半期 103百万円 （267.3％）

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

26年3月期第2四半期 9.49 ―
25年3月期第2四半期 11.39 ―

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

26年3月期第2四半期 5,157 2,227 43.2 248.13
25年3月期 5,174 2,194 42.4 244.48
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,227百万円 25年3月期  2,194百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 △10.7 360 △18.9 350 △24.4 210 75.2 23.39



(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 

(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
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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   ：  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） 26年3月期2Q 8,987,700 株 25年3月期 8,987,700 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 10,961 株 25年3月期 10,961 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 8,976,739 株 25年3月期2Q 8,976,784 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による経済・金融政策の効果が見えはじめ、景況感は

着実に改善してまいりました。 

 一方、米国金融政策をめぐる新興国経済の減速や欧州景気の低迷等の下振れリスクもあり、依然として先行き不透

明な状況が続いております。  

 当社グループの係る建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移し、民間設備投資にも回復の兆しが見られる

ものの、総じて力強さに欠ける状況で推移いたしました。 

 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2,456百万円（前年同四半期

比4.3％減）、売上高2,050百万円（前年同四半期比11.1％減）となりました。 

 利益面につきましては、営業利益124百万円（前年同四半期比40.7％減）、経常利益131百万円（前年同四半期比

32.2％減）、四半期純利益85百万円（前年同四半期比16.7％減）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、顧客の掘りおこし等に積極的に取り組み、1,530百万円（前年同四半期比18.2％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、1,164百万円（前年同四半期比2.3％増）となりました。 

②海洋関連 

 受注高につきましては、平年を上回る状況ながら、好調に推移した前年同四半期には及ばず、722百万円（前年同

四半期比24.8％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、693百万円（前年同四半期比18.9％減）となりました。 

③その他 

 受注高につきましては、産業機械、レンタル事業共振るわず、203百万円（前年同四半期比34.5％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、192百万円（前年同四半期比38.5％減）となりました。   

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、仕掛品が増加しましたが、現金及び預金並びに受取手形及び売掛

金が減少したこと等により5,157百万円となり、前連結会計年度末の5,174百万円から16百万円の減少となりました。

 負債の部も、未払法人税の減少等により2,930百万円となり、前連結会計年度末の2,979百万円から49百万円の減少

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2,227百万円となり、前連結会計年度末の2,194百万円から32百

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、43.2％と前連結会計年度末より0.8ポイン

ト上昇しております。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25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．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 977,381 874,319

受取手形及び売掛金 1,182,642 1,041,877

仕掛品 105,749 353,635

原材料及び貯蔵品 67,506 69,625

繰延税金資産 93,136 117,463

その他 41,465 43,016

貸倒引当金 △2,587 △2,407

流動資産合計 2,465,295 2,497,530

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 283,635 273,750

機械装置及び運搬具（純額） 34,366 35,572

工具、器具及び備品（純額） 10,970 13,072

土地 1,900,031 1,900,031

その他（純額） 10,634 9,979

有形固定資産合計 2,239,638 2,232,406

無形固定資産 96,092 103,721

投資その他の資産   

投資有価証券 181,826 142,043

繰延税金資産 43,053 31,213

その他 151,868 154,509

貸倒引当金 △3,570 △3,570

投資その他の資産合計 373,178 324,196

固定資産合計 2,708,909 2,660,324

資産合計 5,174,204 5,157,854



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 765,482 686,430

短期借入金 69,550 440,990

1年内返済予定の長期借入金 891,330 104,536

未払法人税等 193,228 61,430

賞与引当金 76,063 75,523

工事損失引当金 212,106 163,156

その他 218,722 231,146

流動負債合計 2,426,483 1,763,212

固定負債   

長期借入金 236,143 839,949

繰延税金負債 3,693 4,213

退職給付引当金 226,189 221,102

その他 87,038 101,971

固定負債合計 553,064 1,167,236

負債合計 2,979,548 2,930,449

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 1,185,866 1,226,160

自己株式 △1,149 △1,149

株主資本合計 2,179,170 2,219,464

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,092 10,406

為替換算調整勘定 3,394 △2,465

その他の包括利益累計額合計 15,486 7,941

純資産合計 2,194,656 2,227,405

負債純資産合計 5,174,204 5,157,854



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,305,913 2,050,034

売上原価 1,734,264 1,563,865

売上総利益 571,649 486,169

販売費及び一般管理費 361,260 361,391

営業利益 210,388 124,777

営業外収益   

受取利息 724 87

受取配当金 1,720 1,418

為替差益 － 7,937

投資有価証券売却益 － 6,814

その他 2,595 2,100

営業外収益合計 5,040 18,358

営業外費用   

支払利息 11,776 9,723

為替差損 8,695 －

その他 311 1,515

営業外費用合計 20,783 11,238

経常利益 194,646 131,897

税金等調整前四半期純利益 194,646 131,897

法人税、住民税及び事業税 74,805 57,754

法人税等調整額 22,271 △11,035

法人税等合計 97,077 46,719

少数株主損益調整前四半期純利益 97,569 85,177

少数株主損失（△） △4,697 －

四半期純利益 102,266 85,177



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 97,569 85,177

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,101 △1,685

為替換算調整勘定 9,319 △5,859

その他の包括利益合計 6,217 △7,545

四半期包括利益 103,786 77,632

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 105,688 77,632

少数株主に係る四半期包括利益 △1,901 －



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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