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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 14,273 1.1 △104 ― △110 ― △122 ―

23年3月期第2四半期 14,115 △10.9 △116 ― △131 ― △59 ―

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

24年3月期第2四半期 △3.09 ―

23年3月期第2四半期 △1.51 ―

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

24年3月期第2四半期 24,592 9,493 38.6 239.94
23年3月期 25,208 9,687 38.4 244.83

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,493百万円 23年3月期  9,687百万円

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

23年3月期 ― ― ― 1.50 1.50
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 1.50 1.50

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 32,500 8.4 280 92.4 265 116.9 70 6.0 1.77



(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） 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 39,600,000 株 23年3月期 39,600,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 32,417 株 23年3月期 31,658 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 39,568,234 株 23年3月期2Q 39,569,811 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が実施中です。 

※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、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであ
り、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「（3）業績予想に関する定性的情報」を
ご参照下さい。 
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１.当四半期の業績等に関する定性的情報 

（1）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は東日本大震災、円高の影響により生産活動や経済活動が

停滞し、民間設備投資についても低迷状態が続いてまいりました。 

このような状況下、当社は受注量の確保、着工前工事管理検討の強化による工事原価の低減、与信管理

強化による不良債権発生防止に全社一丸となって取り組んでまいりました。その結果、受注高は 143 億４

千９百万円と前年同期と比べ５億５千万円（△3.7％）の減少、売上高は 142 億７千３百万円と前年同期と

比べ１億５千７百万円（1.1％）の増収となり、繰越受注高は 102 億７千２百万円となりました。 

経常損益につきましては一般管理費削減の結果、経常損失１億１千万円と前年同期と比べ２千万円の改

善となりました。 

四半期純損益につきましては法人税等調整額の減少により前年同期と比べ６千２百万円悪化し１億２千

２百万円の四半期純損失となりました。 

 

（2）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は 245 億９千２百万円となり、前事業年度末比６億１千５百万円減少

となりました。 

負債につきましては 150 億９千８百万円となり、前事業年度末比４億２千２百万円減少となりました。 

純資産につきましては94億９千３百万円となり、前事業年度末比１億９千３百万円減少となりました。 

以上の結果、自己資本比率は 38.6％となり、前事業年度末 38.4％を 0.2 ポイント上回ることとなりま

した。 

 

（3）業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年３月期業績予想につきましては、平成 23 年４月 28 日に公表いたしました業績予想からの変

更はありません。
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２.サマリー情報（その他）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 

該当事項はありません。 

 

（2）会計処理の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

三晃金属工業株式会社 （1972） 平成24年３月期　第2四半期決算短信（非連結）

3



３【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,781 1,650

受取手形及び売掛金 2,765 3,053

完成工事未収入金 9,638 10,274

製品及び半製品 237 207

未成工事支出金 396 698

原材料及び貯蔵品 526 558

繰延税金資産 45 114

未収入金 2,290 1,646

その他 149 171

貸倒引当金 △20 △23

流動資産合計 18,808 18,351

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 384 366

機械及び装置（純額） 444 381

土地 4,144 4,144

その他（純額） 98 105

有形固定資産合計 5,072 4,998

無形固定資産 108 104

投資その他の資産   

繰延税金資産 408 351

その他 819 801

貸倒引当金 △9 △15

投資その他の資産合計 1,218 1,137

固定資産合計 6,399 6,240

資産合計 25,208 24,592
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,627 7,308

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 57 38

未払消費税等 177 92

未成工事受入金 58 173

完成工事補償引当金 51 88

工事損失引当金 10 13

その他 3,057 3,039

流動負債合計 12,040 11,753

固定負債   

長期借入金 500 500

再評価に係る繰延税金負債 1,483 1,483

退職給付引当金 1,204 1,101

役員退職慰労引当金 205 175

その他 86 84

固定負債合計 3,479 3,344

負債合計 15,520 15,098

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,980 1,980

資本剰余金 344 344

利益剰余金 5,515 5,334

自己株式 △6 △6

株主資本合計 7,833 7,651

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18 △30

土地再評価差額金 1,872 1,872

評価・換算差額等合計 1,854 1,841

純資産合計 9,687 9,493

負債純資産合計 25,208 24,592
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 14,115 14,273

売上原価 12,192 12,452

売上総利益 1,922 1,821

販売費及び一般管理費 2,039 1,925

営業損失（△） △116 △104

営業外収益   

受取利息及び配当金 3 3

その他 0 0

営業外収益合計 3 3

営業外費用   

支払利息 10 9

その他 8 0

営業外費用合計 19 10

経常損失（△） △131 △110

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 －

その他 1 －

特別利益合計 7 －

税引前四半期純損失（△） △124 △110

法人税、住民税及び事業税 22 22

法人税等調整額 △87 △11

法人税等合計 △64 11

四半期純損失（△） △59 △122
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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（△） △124 △110

減価償却費 147 124

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 8

受取利息及び受取配当金 △3 △3

支払利息 10 9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69 △103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 △30

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 14 36

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 2

前払年金費用の増減額（△は増加） 14 6

売上債権の増減額（△は増加） △385 △430

たな卸資産の増減額（△は増加） △27 △304

仕入債務の増減額（△は減少） 475 △448

未成工事受入金の増減額（△は減少） 19 114

その他 △162 146

小計 △124 △980

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △10 △9

法人税等の支払額 △56 △37

営業活動によるキャッシュ・フロー △187 △1,025

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 △74 △31

有形固定資産の売却による収入 2 －

無形固定資産の取得による支出 △4 △4

その他 10 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △66 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △60 △57

その他 △13 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △74 △73

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △327 △1,130

現金及び現金同等物の期首残高 3,367 2,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,039 1,650
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（4）継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期累計期間（自 平成 23 年４月１ 至 平成 23 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期累計期間（自 平成 23 年４月１ 至 平成 23 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（6）重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

受注及び販売の状況 

（1）部門別受注高及び部門別受注残高 

当第２四半期累計期間における部門別受注高及び受注残高を示すと、次のとおりであります。 

長 尺 屋 根 9,977 △ 8.4 8,474 △ 0.6

Ｒ － Ｔ 249 △ 14.2 254 △ 40.1

ハ イ タ フ 990 7.4 846 33.7

ソ ー ラ ー 629 △ 20.2 613 △ 4.1

小           計 11,846 △ 8.1 10,189 △ 0.3

254 0.1 83 11.0

2,247 28.2 - -

14,349 △ 3.7 10,272 △ 0.2

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（単位：百万円）

受注残高
前年同四半期比

（％）
受注高

前年同四半期比
（％）

区分

塗 装

建 材

屋

根

合 計

 
 
（2）部門別売上高 

当第２四半期累計期間における部門別売上高を示すと、次のとおりであります。 

長 尺 屋 根 9,758 △ 5.3

Ｒ － Ｔ 384 20.7

ハ イ タ フ 1,154 21.3

ソ ー ラ ー 485 △ 16.0

小           計 11,783 △ 3.1

242 17.3

2,247 28.2

14,273 1.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

前年同四半期比
（％）

建 材

売上高

合 計

区分

（単位：百万円）

屋

根

塗 装
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