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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 20,126 ― △1,104 ― △997 ― △639 ―

22年3月期第2四半期 10,713 26.1 △234 ― △239 ― △208 ―

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 △14.21 ―

22年3月期第2四半期 △10.54 ―

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 27,381 9,474 33.2 202.36
22年3月期 32,709 10,405 30.4 220.96

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,103百万円 22年3月期  9,940百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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 58,000 ― 400 ― 570 ― 300 ― 6.67



(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終了していません。 

※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、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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 45,132,809株 22年3月期  45,132,809株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  146,080株 22年3月期  144,500株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 44,987,689株 22年3月期2Q 19,724,379株
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当第２四半期累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、企業収益の改善を背景に回復基調

を辿るものと見込まれていた国内の民間設備投資が、デフレや円高の進行などの影響により想定以上に伸

び悩み、公共投資の大幅な減少も続くなど、依然として厳しい状況で推移しました。利益面でも受注競争

の激化により低下傾向にあるなど、経営環境は一段と悪化しております。 

このような状況下、当社グループは総合設備企業として、国内外のお客様の幅広いニーズに対応してい

くワンストップエンジニアリングの実現と黒字体質の堅持を経営方針として掲げ、営業力強化や原価低減

の推進に取り組んでまいりました。 

当第２四半期累計期間の業績につきましては、受注高237億円、売上高201億円、営業損失11億4百万

円、経常損失9億97百万円、四半期純損失6億39百万円となりました。 

なお当社は、平成21年10月１日に合併し、これに伴う事業分野の大幅な変更があったため、前年同期増

減率は記載しておりません。 

部門別の状況につきましては、次のとおりであります。 

≪設備工事業≫ 

（建築・建築付帯設備） 

当部門における受注高は113億円、売上高は99億円となりました。 

一般空調・衛生分野では、公共投資の削減と製造業の設備投資抑制が続く中、データセンターや製薬関

連、また、比較的需要が旺盛な既存設備の改修工事等の受注に注力しましたが、受注競争の激化と低コス

ト化により依然として厳しい状況にありました。 

産業プロセス空調分野では、クリーンルーム空調・製造事業所空調工事等を施工しておりますが、製造

事業所に対する設備投資は、主要顧客である電子・精密機器業界を中心に、海外需要の増加に伴う業績回

復を受け増加が見込まれておりましたが、円高の進行により新規の設備投資は抑制が継続され、既存設備

の維持・補修工事が中心となりました。 

建築・土木分野では、建築・解体・土壌改良工事等を施工しておりますが、新規・大型の投資案件は手

控えが続き厳しい状況にあり、リニューアル、クリーンルーム、遵法対策工事等が中心となりました。 

電気分野では、建築付帯に関わる電気工事を施工しておりますが、企業の設備投資抑制傾向と公共投資

の削減が続く中、省エネ・環境関連工事の受注拡大に注力したものの、価格競争の激化により厳しい状況

にありました。 

（プラント設備） 

当部門における受注高は79億円、売上高は69億円となりました。 

社会システム分野では、水処理、環境、社会インフラ関連工事を施工しておりますが、公共投資大幅削

減の影響が強く関連市場の縮減傾向が続き、耐震補強や補修・改修工事が中心となりました。 

エネルギーシステム分野では、発電設備分野においては火力・水力・原子力発電所の定期点検工事や太

陽光発電設備工事が、送電線分野では電力会社向けの送電線引き換え工事が堅調に推移しました。 

産業システム分野では、産業プラント、受変電設備工事を施工しておりますが、当社の得意とする鉄

鋼、石油・化学分野を中心に、景気の下振れや設備過剰感を背景として投資は依然として低水準に推移し

ました。海外子会社においても、ベトナムなど一部動きのある市場もありましたが、総じて厳しい状況に

ありました。 

（情報通信） 

当部門における受注高は26億円、売上高は21億円となりました。 

ＣＡＴＶ関連工事、地域情報基盤整備工事は順調に推移し、ＬＡＮ・ネットワーク関連工事ではデータ

センターを中心に回復の兆しが見られましたが、移動体基地局関連工事では規模の縮小と単価の下落によ

り厳しい状況が続きました。 

≪その他の事業≫ 

その他の事業では、物品販売および補修・修理等のサービス事業を行っておりますが、空調機器の修繕

は酷暑の影響もあり堅調となりましたが、物品販売は低調に推移し、受注高は18億円、売上高は10億円と

なりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ53億27百万円減少し、273億81百万円とな

りました。流動資産は225億22百万円となり、55億73百万円減少しました。主な要因は、受取手形・完成

工事未収入金等の減少(87億75百万円)、未成工事支出金の増加(25億35百万円)であります。固定資産は主

に有形固定資産の取得を要因として2億46百万円増加し、48億59百万円となりました。 

負債合計は、179億7百万円となり、43億96百万円減少しました。主な要因は支払手形・工事未払金等の

減少(46億65百万円)、未成工事受入金の増加(9億74百万円)であります。 

純資産は、四半期純損失(6億39百万円)の計上、配当金の支払(1億34百万円)を主因として9億30百万円

減少し、94億74百万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・

フローでの資金の増加、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローでの資金の減少により3億75百万

円増加し、期末残高は24億63百万円となりました。 

営業活動による資金の増加は8億78百万円となりました。これは、主に未成工事支出金の増加、仕入債

務の減少、税金等調整前四半期純損失の計上による資金の減少および売上債権の回収、未成工事受入金の

増加による資金の増加によるものであります。 

投資活動による資金の減少は1億13百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得によるもの

であります。 

財務活動による資金の減少は3億53百万円となりました。これは、主に短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。 

  

今後の見通しにつきましては、欧米経済の下振れ懸念や東南アジアの成長鈍化、わが国の円高と株安な

どを受け、企業は先行きへの不安を強め、設備投資への慎重姿勢は継続するものと予想されます。さら

に、公共投資も大幅な減少が続くなど市場の縮小は避けられず、経営環境は厳しさを増すものと思われま

す。 

このような状況の中、当社グループは、昨年10月に実施した３社統合の成果を具体化すべく、相互の技

術力や営業チャンネルの活用による事業の拡大とグローバル化、コストダウンの一層の推進等に取り組

み、品質と安全の確保を通じてお客様に今まで以上の満足を提供し、環境とエネルギーに強みを持つ総合

設備企業として企業価値の向上を図ってまいります。 

平成23年3月期通期（平成22年4月1日～平成23年3月31日）の業績予想につきましては、平成22年9月13

日に発表しましたとおり、受注高620億円、売上高580億円、営業利益4億円、経常利益5億70百万円、当期

純利益3億円と見込んでおります。 

配当予想につきましても、期末配当１株当たり３円から変更ありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却費の算定方法 
 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間
按分する方法によっております。 
 なお、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
算出する方法によっております。 
  

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。 
 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ1百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は、6百万
円増加しております。 

  

 該当事項はありません。 

(2) 連結財政状態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

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

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 1,696 2,139

受取手形・完成工事未収入金等 13,104 21,880

未成工事支出金 4,830 2,295

材料貯蔵品 123 129

その他 2,810 1,712

貸倒引当金 △43 △60

流動資産合計 22,522 28,096

固定資産

有形固定資産 1,857 1,539

無形固定資産 361 402

投資その他の資産 2,639 2,671

その他 2,686 2,761

貸倒引当金 △47 △90

固定資産合計 4,859 4,613

資産合計 27,381 32,709

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,131 14,796

短期借入金 341 482

未払法人税等 86 100

未成工事受入金 2,079 1,105

完成工事補償引当金 50 50

工事損失引当金 161 163

その他 1,421 1,984

流動負債合計 14,272 18,683

固定負債

退職給付引当金 2,662 2,640

負ののれん 705 815

その他 266 165

固定負債合計 3,634 3,620

負債合計 17,907 22,304
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（単位：百万円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 6,703 6,703

利益剰余金 633 1,407

自己株式 △23 △22

株主資本合計 9,283 10,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13 22

為替換算調整勘定 △166 △139

評価・換算差額等合計 △180 △117

少数株主持分 371 464

純資産合計 9,474 10,405

負債純資産合計 27,381 32,709
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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：百万円）

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 10,713 20,126

売上原価 9,642 18,137

売上総利益 1,070 1,989

販売費及び一般管理費 1,305 3,094

営業損失（△） △234 △1,104

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 6 10

負ののれん償却額 0 90

その他 4 42

営業外収益合計 14 147

営業外費用

支払利息 2 11

コミットメントフィー 3 5

為替差損 8 10

その他 4 12

営業外費用合計 19 39

経常損失（△） △239 △997

特別損失

合併関連費用 42 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 42 5

税金等調整前四半期純損失（△） △281 △1,002

法人税等 △95 △334

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △667

少数株主利益又は少数株主損失（△） 21 △28

四半期純損失（△） △208 △639

富士古河Ｅ＆Ｃ㈱(1775)平成23年３月期 第２四半期決算短信

- 6 -



(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（△） △281 △1,002

減価償却費 41 150

負ののれん償却額 － △90

工事損失引当金の増減額（△は減少） △285 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51 22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △158 －

受取利息及び受取配当金 △9 △13

支払利息 2 11

為替差損益（△は益） 7 8

売上債権の増減額（△は増加） 3,279 8,762

未成工事支出金の増減額（△は増加） 221 △2,535

仕入債務の増減額（△は減少） △2,424 △4,658

未成工事受入金の増減額（△は減少） 59 975

その他 △35 △681

小計 468 944

利息及び配当金の受取額 9 13

利息の支払額 △2 △11

法人税等の支払額 △314 △69

営業活動によるキャッシュ・フロー 159 878

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 △82 △226

定期預金の払戻による収入 65 360

有形固定資産の取得による支出 △161 △252

無形固定資産の取得による支出 △58 △17

差入保証金の差入による支出 △227 △7

差入保証金の回収による収入 3 30

その他 － △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △462 △113

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） － △140

配当金の支払額 △59 △134

少数株主への配当金の支払額 △15 △12

少数株主への払戻による支出 － △56

その他 △0 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △75 △353

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △414 375

現金及び現金同等物の期首残高 1,329 2,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 914 2,463
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当第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

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

4. 補足情報

（工事種類別受注高・売上高）

区分

当第２四半期
連結累計期間

金額
(百万円)

構成比 
(％)

受注高

設備工事業

建築・建築付帯設備 11,340 47.7

プラント設備 7,977 33.5

情報通信 2,660 11.2

小計 21,977 92.4

その他の事業 1,812 7.6

計 23,790 100.0

売上高

設備工事業

建築・建築付帯設備 9,992 49.6

プラント設備 6,965 34.6

情報通信 2,103 10.5

小計 19,060 94.7

その他の事業 1,066 5.3

計 20,126 100.0

期末受注残高 30,532
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