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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 8,636 6.9 △339 ― △304 ― △193 ―
22年3月期第2四半期 8,082 △28.9 △207 ― △133 ― △223 ―

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 △17.28 ―
22年3月期第2四半期 △19.92 ―

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 14,314 7,868 55.0 702.76
22年3月期 16,563 8,178 49.4 730.37

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,868百万円 22年3月期  8,178百万円

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 ― 9.00 ― 7.00 16.00
23年3月期 ― 8.00
23年3月期 

（予想）
― 8.00 16.00

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  有   

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 21,500 0.1 370 △21.1 420 △24.9 240 37.9 21.43



(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レビュー手続の対象外ではありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財
務諸表に対する四半期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、
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、3ページ「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. 4 「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 11,700,000株 22年3月期  11,700,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  502,800株 22年3月期  502,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 11,197,200株 22年3月期2Q 11,197,257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日本経済は、新興国向け輸出の拡大や政府の経済対策の効果により緩やかな

回復基調にありましたが、急激な円高の進行、雇用や所得環境の低迷などにより、個人消費や企業の生産水準は本

格回復せず、依然として厳しい状況のまま推移致しました。 

当社グループの主力事業の属する国内建設市場におきましては、企業収益の回復傾向に伴い民間設備投資にやや

持ち直しの動きがあったものの、海外景気の下振れ懸念や国内のデフレ継続などにより、企業の設備投資に対する

慎重な姿勢が継続し、厳しい市場環境が続きました。 

このような状況のもと、当社グループはグループ企業の連携による顧客対応力の充実と原価の低減を図り、受注

の確保、利益体質の強化に努めてまいりました。 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、前第２四半期連結累計期間より５億53百万円

増加し、86億36百万円（前年同四半期比6.9％の増加）となりましたが、一部工事の採算悪化に伴う工事損失引当

金の計上もあり、営業損失は３億39百万円（前年同四半期は営業損失２億７百万円）、経常損失は３億４百万円

（前年同四半期は経常損失１億33百万円）、四半期純損失は１億93百万円（前年同四半期は四半期純損失２億23百

万円）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 建設事業 

当社グループの主力事業である当事業におきましては、製造工場関連で大型工事の受注があり、また、公共工

事関連も堅調に推移したことにより、受注高は45億１百万円（前年同四半期比23.7％の増加）となりました。部

門別では、産業設備工事が19億62百万円（前年同四半期比131.0％の増加）、ビル設備工事が15億13百万円（前

年同四半期比21.3％の減少）、環境設備工事が10億25百万円（前年同四半期比18.4％の増加）となりました。 

売上高は、環境設備工事で前期からの繰越工事の売上が増加しましたが、ビル設備工事で大型工事が減少した

ため、39億36百万円（前年同四半期比3.6％の減少）となりました。部門別では、産業設備工事が14億１百万円

（前年同四半期比15.5％の減少）、ビル設備工事が13億７百万円（前年同四半期比37.3％の減少）、環境設備工

事が12億28百万円（前年同四半期比262.2％の増加）となりました。 

② 機器販売及び情報システム事業 

当事業におきましては、機器販売は依然として低調に推移したものの、情報システム関連はネットワーク工事

や無線工事などが増加したことにより、売上高は20億60百万円（前年同四半期比12.2％の増加）となりました。

③ 機器のメンテナンス事業 

当事業におきましては、太陽光発電機器設置は前年同四半期と同水準で推移しましたが、設備機器メンテナン

スは定期整備が増加したため、売上高は22億89百万円（前年同四半期比3.7％の増加）となりました。 

④ 電子部品製造事業 

当事業におきましては、デジタル家電や自動車の販売増加に伴い半導体関連部品が堅調に推移し、製造工程省

力化の装置製作も需要が増加したことから、売上高は８億29百万円（前年同四半期比51.8％の増加）となりまし

た。 

なお、生産実績（販売価格）は以下のとおりであります。 

⑤ その他の事業 

その他の事業の公共水道施設維持管理事業におきましては、運転管理受託体制や緊急対応体制を整備し、きめ

細かな施設維持管理と顧客ニーズを捉えた提案活動を行った結果、売上高は１億14百万円（前年同四半期比

10.9％の増加）となりました。 

（注）１．上記売上高はセグメント間取引消去前の金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

区分
前第２四半期連結累計期間

（百万円） 
当第２四半期連結累計期間

（百万円） 

電子部品のペレタイズ加工  267  386

電子部品の組立  105  181

基盤組立他  173  262

合計  546  829



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結累計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ22億48百万円減少し143億14百万円と

なりました。これは主に現金預金が17億74百万円、受取手形が６億７百万円、完成工事未収入金が４億60百万円

それぞれ減少したこと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ19億39百万円減少し、64億45百万円となりました。これは主に工事未払金が

10億75百万円、支払手形が７億19百万円、未払法人税等が１億69百万円それぞれ減少したこと等によるものであ

ります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億９百万円減少し78億68百万円となりました。これは主に四半期純損失

を１億93百万円、配当金を78百万円計上したこと等によるものであります。  

② 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17億74百万円減少し24億円となりました。 

当第２四半期連結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２四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ11億14百万

円増加し16億７百万円（前年同四半期比226.1％の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少額８億89

百万円（前年同四半期比13.0％の増加）、たな卸資産の増加額２億75百万円（前年同四半期比63.3％の減少）、

仕入債務の減少額18億89百万円（前年同四半期比349.5％の増加）、法人税等の支払額２億27百万円（前年同四

半期比55.6％の増加）を調整したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ１億34百万

円減少し42百万円（前年同四半期比75.9％の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

が16百万円、関係会社貸付けによる支出が15百万円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動に使用した資金は、１億24百万円（前年同四半期比9.4％の減

少）となりました。これは主に、配当金を78百万円支払ったこと、長期借入金の返済による支出が22百万円あっ

たこと等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に発表致しました連結業績予想を修正しており

ます。詳細につきましては、本日（平成22年11月11日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。  



（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 

（たな卸資産の評価方法） 

当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切り下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

② 特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報



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   

現金預金 2,705,237 4,479,755

受取手形 604,665 1,212,477

完成工事未収入金 2,373,657 2,834,098

売掛金 2,284,640 2,105,396

未成工事支出金 265,371 95,453

商品 109,120 86,676

仕掛品 337,567 260,987

材料貯蔵品 35,928 29,296

その他 478,811 273,389

貸倒引当金 △2,609 △6,215

流動資産合計 9,192,391 11,371,315

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 3,168,624 3,157,858

減価償却累計額 △1,876,507 △1,824,856

建物・構築物（純額） 1,292,116 1,333,002

土地 2,293,811 2,293,811

建設仮勘定 26,688 34,254

その他 607,338 520,132

減価償却累計額 △337,155 △301,768

その他（純額） 270,182 218,364

有形固定資産合計 3,882,800 3,879,433

無形固定資産   

のれん 223,595 238,502

その他 152,796 170,153

無形固定資産合計 376,391 408,655

投資その他の資産   

投資有価証券 498,450 565,356

その他 401,895 378,705

貸倒引当金 △37,561 △40,173

投資その他の資産合計 862,783 903,888

固定資産合計 5,121,976 5,191,977

資産合計 14,314,367 16,563,293



（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 1,151,099 1,870,232

工事未払金 1,293,423 2,368,527

買掛金 1,052,625 1,147,505

短期借入金 804,996 804,996

未払法人税等 64,459 234,362

未成工事受入金 189,527 150,658

完成工事補償引当金 11,400 11,400

工事損失引当金 100,244 －

賞与引当金 139,101 163,884

役員賞与引当金 － 18,500

その他 444,158 418,549

流動負債合計 5,251,035 7,188,615

固定負債   

長期借入金 198,910 221,408

退職給付引当金 736,226 743,715

役員退職慰労引当金 94,090 104,555

その他 165,186 126,931

固定負債合計 1,194,413 1,196,610

負債合計 6,445,449 8,385,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,029,213 1,029,213

資本剰余金 805,932 805,932

利益剰余金 6,221,850 6,493,741

自己株式 △213,872 △213,872

株主資本合計 7,843,122 8,115,013

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,795 63,053

評価・換算差額等合計 25,795 63,053

純資産合計 7,868,918 8,178,067

負債純資産合計 14,314,367 16,563,293



（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 8,082,597 8,636,475

売上原価 7,017,771 7,727,806

売上総利益 1,064,826 908,668

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 586,502 573,166

賞与引当金繰入額 38,375 40,454

退職給付引当金繰入額 15,347 16,127

役員退職慰労引当金繰入額 4,093 3,360

貸倒引当金繰入額 4,097 －

のれん償却額 14,906 14,906

その他 608,657 599,793

販売費及び一般管理費合計 1,271,980 1,247,807

営業損失（△） △207,154 △339,139

営業外収益   

受取利息 701 493

受取配当金 52,339 3,166

受取褒賞金 9,196 14,208

保険配当金 － 8,669

その他 18,388 14,621

営業外収益合計 80,626 41,159

営業外費用   

支払利息 6,551 5,819

その他 60 1,051

営業外費用合計 6,611 6,870

経常損失（△） △133,139 △304,850

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,730

特別利益合計 － 3,730

特別損失   

固定資産除却損 － 46

投資有価証券評価損 － 10,087

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,258

特別損失合計 － 16,392

税金等調整前四半期純損失（△） △133,139 △317,512

法人税、住民税及び事業税 52,761 61,973

法人税等調整額 37,159 △185,975

法人税等合計 89,921 △124,001

四半期純損失（△） △223,060 △193,510



（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 4,564,808 5,126,213

売上原価 3,975,758 4,604,944

売上総利益 589,050 521,269

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 293,351 298,820

賞与引当金繰入額 17,923 20,970

退職給付引当金繰入額 7,441 8,302

役員退職慰労引当金繰入額 2,063 2,080

貸倒引当金繰入額 616 －

のれん償却額 7,453 7,453

その他 305,840 306,181

販売費及び一般管理費合計 634,690 643,808

営業損失（△） △45,640 △122,538

営業外収益   

受取利息 459 362

受取配当金 894 827

受取褒賞金 295 7,934

保険配当金 － 8,669

その他 8,654 4,912

営業外収益合計 10,303 22,706

営業外費用   

支払利息 3,206 2,918

その他 60 30

営業外費用合計 3,266 2,948

経常損失（△） △38,602 △102,780

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 262

特別利益合計 － 262

特別損失   

固定資産除却損 － 46

投資有価証券評価損 － 10,087

特別損失合計 － 10,134

税金等調整前四半期純損失（△） △38,602 △112,651

法人税、住民税及び事業税 8,624 28,582

法人税等調整額 109,793 △85,130

法人税等合計 118,417 △56,547

四半期純損失（△） △157,020 △56,103



（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損失（△） △133,139 △317,512

減価償却費 103,144 109,228

のれん償却額 14,906 14,906

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,279 △6,217

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 100,244

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,440 △24,783

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,300 △18,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,709 △7,489

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,093 △10,465

受取利息及び受取配当金 △53,041 △3,659

支払利息 6,551 5,819

固定資産除却損 － 46

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,087

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,258

売上債権の増減額（△は増加） 786,642 889,008

たな卸資産の増減額（△は増加） △750,197 △275,573

仕入債務の増減額（△は減少） △420,229 △1,889,116

未成工事受入金の増減額（△は減少） 279,810 38,869

その他 △195,263 1,313

小計 △393,472 △1,377,534

利息及び配当金の受取額 53,041 3,860

利息の支払額 △5,957 △5,749

法人税等の支払額 △146,465 △227,871

営業活動によるキャッシュ・フロー △492,854 △1,607,294

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △102,078 △16,678

有形固定資産の売却による収入 1,882 112

投資有価証券の取得による支出 △6,819 △5,717

関係会社株式の取得による支出 △11,792 －

関係会社貸付けによる支出 △10,000 △15,000

その他 △48,434 △5,506

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,241 △42,789

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 50,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △50,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △22,498 △22,498

自己株式の取得による支出 △366 －

配当金の支払額 △100,899 △78,200

その他 △13,573 △23,734

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,337 △124,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △807,434 △1,774,517

現金及び現金同等物の期首残高 2,493,501 4,174,755

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△86,726 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,599,341 2,400,237



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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