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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 11,122 △11.3 680 △11.9 670 △6.8 375 △7.4
22年3月期第2四半期 12,534 58.4 772 ― 719 ― 405 ―

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

23年3月期第2四半期 50.91 ―
22年3月期第2四半期 61.37 ―

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

23年3月期第2四半期 20,497 6,465 31.5 877.00
22年3月期 23,590 6,304 26.7 855.21

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,465百万円 22年3月期  6,304百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 15.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 23,700 △20.8 1,260 △33.3 1,180 △34.1 600 △38.1 81.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される 
四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書の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報告書の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 
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、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
業績予想の前提条件及びその他関連する事項につきましては、［添付資料］Ｐ．２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 7,378,050株 22年3月期  7,378,050株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  5,615株 22年3月期  5,615株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 7,372,435株 22年3月期2Q 6,604,435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、政府による緊急経済対策の効果などから、一部で立ち直りの

兆しが見え出したものの、長引く円高の懸念により景気の先行きの不透明感は強まっており、雇用情勢の低迷や設

備投資の抑制等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループの当第２四半期の連結業績につきましては、前期のプロジェクト物件等が一

巡したことなどにより、売上高は111億22百万円（前年同期比11.3％減）となりました。収益面につきましても、

総コストの圧縮を引続き行ってまいりましたが、売上高の減少が影響し、経常利益は６億70百万円（前年同期比

6.8％減）、四半期純利益３億75百万円（前年同期比7.4％減）となりました。 

セグメント別の売上高は以下のとおりであります。 

［商品販売事業］ 

当社グループの特徴である「ＮＡＴＭ工法」に係る土木資材の販売及び「あと施工アンカー」をはじめとする建

設資材の販売が伸び悩み、売上高は58億88百万円となりました。 

［建設工事事業］ 

プロジェクト工事等が一巡したことや公共工事の減少による受注環境の悪化の影響もあり、売上高は52億33百万

円となりました。 

  

（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、前連結会計年度末に比べ30億92百万円減少し、204億97百万円

となりました。これは主として完成工事未収入金及び有価証券の減少によるものであります。 

又、負債につきましては、主として支払手形及び工事未払金の減少により、前連結会計期間末に比べ32億53百万

円減少し140億32百万円となりました。 

なお、純資産につきましては、利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ１億60百万円増加し64億65百

万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ4.8ポイント増加となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

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。）は前連結会計年度末に比

べ20億70百万円減少し、33億53百円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動における資金は、売上債権の減少により16億97百万円の収入がありましたが、仕入債務の減少により

30億76百万円、法人税等の支払額が６億75百万円あったことなどにより、17億71百万円の支出（前年同期は10億

63百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動における資金は、有形固定資産の取得による支出が56百万円あったことなどにより、54百万円の支出

（前年同期比25.2％減）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動における資金は、金融機関への借入金の返済及び配当金の支払等により、２億44百万円の支出（前年

同期比36.2％減）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結予想につきましては、平成22年５月12日に公表いたしました連結及び個別の通期業績予想

の変更はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

  引当金の計上方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計期間末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

２．特有の会計処理 

該当事項はありません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 なお、これによる営業利益、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ありません。 
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,353,391 3,923,585

受取手形及び完成工事未収入金等 7,156,760 8,806,032

有価証券 － 1,500,638

未成工事支出金 1,281,000 684,437

商品 790,198 767,222

繰延税金資産 165,852 139,922

その他 520,342 522,761

貸倒引当金 △36,341 △45,580

流動資産合計 13,231,204 16,299,020

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,629,161 1,653,806

機械装置及び運搬具（純額） 89,063 67,033

工具、器具及び備品（純額） 20,509 20,057

土地 4,088,258 4,088,258

リース資産（純額） 143,684 116,351

建設仮勘定 10,000 －

有形固定資産合計 5,980,678 5,945,508

無形固定資産   

その他 63,091 40,842

無形固定資産合計 63,091 40,842

投資その他の資産   

投資有価証券 672,952 772,492

繰延税金資産 111,443 86,464

その他 568,948 601,204

貸倒引当金 △143,089 △161,169

投資その他の資産合計 1,210,255 1,298,991

固定資産合計 7,254,025 7,285,341

繰延資産   

社債発行費 12,420 5,829

繰延資産合計 12,420 5,829

資産合計 20,497,650 23,590,191
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び工事未払金等 7,170,822 10,258,361

短期借入金 350,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 1,852,840 1,880,040

1年内償還予定の社債 130,000 60,000

未払法人税等 301,746 684,278

未成工事受入金及び前受金 871,456 391,579

その他 562,766 765,445

流動負債合計 11,239,631 14,289,704

固定負債   

社債 490,000 240,000

長期借入金 1,912,840 2,373,560

退職給付引当金 85,464 81,531

その他 304,119 300,448

固定負債合計 2,792,423 2,995,539

負債合計 14,032,055 17,285,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 565,295 565,295

資本剰余金 376,857 376,857

利益剰余金 5,486,909 5,259,040

自己株式 △3,452 △3,452

株主資本合計 6,425,609 6,197,740

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,043 111,062

繰延ヘッジ損益 △2,058 △3,855

評価・換算差額等合計 39,985 107,206

純資産合計 6,465,595 6,304,947

負債純資産合計 20,497,650 23,590,191
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（２）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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高   

商品売上高 6,393,340 5,951,683

完成工事高 6,141,533 5,170,453

売上高合計 12,534,874 11,122,137

売上原価   

商品売上原価 4,569,144 4,272,238

完成工事原価 5,229,441 4,108,583

売上原価合計 9,798,586 8,380,821

売上総利益   

商品売上総利益 1,824,196 1,679,445

完成工事総利益 912,091 1,061,870

売上総利益合計 2,736,288 2,741,315

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,963,347 2,060,650

営業利益 772,940 680,665

営業外収益   

受取利息 2,673 1,967

受取配当金 6,462 9,667

仕入割引 2,159 1,669

受取家賃 10,971 10,971

技術提供収入 － 14,778

その他 9,252 7,274

営業外収益合計 31,519 46,328

営業外費用   

支払利息 60,828 44,828

支払手数料 15,309 6,686

その他 8,449 4,716

営業外費用合計 84,587 56,231

経常利益 719,872 670,762

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 9,376

損害補償損失引当金戻入益 19,789 －

特別利益合計 19,789 9,376

特別損失   

固定資産除却損 521 467

投資有価証券評価損 8,430 －

商品補償損失 － 26,273

特別損失合計 8,951 26,741

税金等調整前四半期純利益 730,710 653,397

法人税、住民税及び事業税 277,538 299,696

法人税等調整額 40,522 △21,616

法人税等合計 318,060 278,079

少数株主損益調整前四半期純利益 － 375,317

少数株主利益 7,355 －

四半期純利益 405,294 375,317
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高   

商品売上高 3,343,395 3,037,037

完成工事高 4,217,414 3,202,922

売上高合計 7,560,809 6,239,960

売上原価   

商品売上原価 2,376,740 2,234,653

完成工事原価 3,556,342 2,612,468

売上原価合計 5,933,082 4,847,121

売上総利益   

商品売上総利益 966,654 802,384

完成工事総利益 661,072 590,454

売上総利益合計 1,627,727 1,392,839

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,004,564 1,062,786

営業利益 623,162 330,053

営業外収益   

受取利息 899 525

受取配当金 657 1,202

仕入割引 1,411 813

受取家賃 5,485 5,485

技術提供収入 － 8,148

その他 6,435 4,549

営業外収益合計 14,889 20,725

営業外費用   

支払利息 32,083 23,549

支払手数料 13,295 3,887

その他 3,044 3,783

営業外費用合計 48,423 31,221

経常利益 589,628 319,557

特別利益   

損害補償損失引当金戻入益 13,264 －

特別利益合計 13,264 －

特別損失   

固定資産除却損 521 381

商品補償損失 － 26,273

特別損失合計 521 26,654

税金等調整前四半期純利益 602,371 292,902

法人税、住民税及び事業税 269,793 205,866

法人税等調整額 △18,543 △80,099

法人税等合計 251,249 125,767

少数株主損益調整前四半期純利益 － 167,135

少数株主利益 7,383 －

四半期純利益 343,738 167,135
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 730,710 653,397

減価償却費 70,917 76,215

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,669 3,932

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,944 △27,319

受取利息及び受取配当金 △9,135 △11,634

支払利息 60,828 44,828

社債発行費償却 2,939 714

有形固定資産除却損 521 467

投資有価証券評価損益（△は益） 8,430 －

売上債権の増減額（△は増加） 639,393 1,697,694

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） 510,485 479,877

たな卸資産の増減額（△は増加） 55,452 △619,538

仕入債務の増減額（△は減少） △731,466 △3,076,343

未払消費税等の増減額（△は減少） 102,729 △165,812

その他 △157,817 △119,982

小計 1,295,714 △1,063,500

利息及び配当金の受取額 9,242 11,648

利息の支払額 △60,907 △44,649

法人税等の支払額 △180,481 △675,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,063,566 △1,771,831

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100,000

定期預金の預入による支出 － △100,000

投資有価証券の取得による支出 △40,850 －

有形固定資産の売却による収入 － 504

有形固定資産の取得による支出 △10,140 △56,037

無形固定資産の取得による支出 △4,000 △2,547

貸付けによる支出 △20,500 －

貸付金の回収による収入 2,058 3,125

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,432 △54,955

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） △200,000 100,000

長期借入れによる収入 600,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △931,120 △987,920

社債の発行による収入 491,556 342,694

社債の償還による支出 △230,000 △30,000

リース債務の返済による支出 △14,149 △21,301

配当金の支払額 △98,929 △147,518

財務活動によるキャッシュ・フロー △382,643 △244,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 607,490 △2,070,832

現金及び現金同等物の期首残高 3,577,494 5,424,224

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,184,985 3,353,391
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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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