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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 6,908 4.3 157 △26.0 182 △25.1 50 3.3
23年3月期第2四半期 6,623 △1.8 213 352.9 243 4.7 49 △54.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 57百万円 （129.6％） 23年3月期第2四半期 25百万円 （―％）

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 5.58 ―
23年3月期第2四半期 5.40 ―

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 8,826 6,458 72.0 697.34
23年3月期 9,157 6,491 69.9 702.36
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,358百万円 23年3月期  6,404百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 10.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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 15,000 9.3 500 10.2 520 3.9 250 39.4 27.42
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(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を実施中です。 

※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、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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資
料P.2「1.当四半期決算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」をご覧ください。  

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   ：  有
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 9,125,000 株 23年3月期 9,125,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,246 株 23年3月期 6,199 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,118,789 株 23年3月期2Q 9,118,801 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、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響により依然と

して厳しい状況にあるものの、サプライチェーンの立て直しなどを背景に緩やかな回復の兆しが見られました。 

 しかしながら、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、世界経済の減速、円高の長期化など、景気の先行

き不透明感が拭えない状況が続いております。 

 このような状況の下、当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き厳しい状況にありますが、メカトロ関連

事業におきましては、当社グループのシナジー効果を最大限発揮し「ワンストップエンジニアリングサービス」

の提供に注力しました。ファシリティ関連事業におきましては、コスト競争力を高め、より一層営業力を強化す

るとともに、あらゆる建物に最適な「ワンストップサービス」の提供に注力しました。太陽光発電・環境関連事

業におきましては、環境新時代に対応するべく、創エネルギー、蓄エネルギー、省エネルギーなど環境問題を解

決するソリューションの提供に注力しました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、6,908百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益は157

百万円（前年同期比26.0％減）、経常利益は182百万円（前年同期比25.1％減）、四半期純利益は50百万円（前

年同期比3.3％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態   

 当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は8,826百万円となり、前連結会計年度末に比べ331百万円減少い

たしました。流動資産は5,172百万円となり、前連結会計年度末に比べ336百万円減少いたしました。主な要因

は、現金及び預金の140百万円の減少、受取手形及び売掛金の22百万円の減少及び有価証券の100百万円の減少

等であります。固定資産は3,654百万円となり、前連結会計年度末と比べ5百万円増加いたしました。主な要因

は、建物及び構築物の29百万円の減少、のれんの21百万円の減少及び投資有価証券の55百万円の増加等であり

ます。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は2,368百万円となり、前連結会計年度末と比べ297百万円減少いた

しました。主な要因は、買掛金の126百万円の減少、短期借入金の218百万円の減少、未払法人税等の32百万円

の減少及び賞与引当金の39百万円の増加等であります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は6,458百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円減少い

たしました。主な要因は、利益剰余金の40百万円の減少等であります。  

② キャッシュ・フロー 

 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

比べて240百万円減少し、2,792百万円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果得られた資金は200百万円（前年同期比18.8％減）となりました。これは主に税金等調整前

四半期純利益149百万円、減価償却費67百万円、賞与引当金の増加額39百万円、仕入債務の減少額126百万円、

法人税等の還付額60百万円及び法人税等の支払額120百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は109百万円（前年同期比80.5％減）となりました。これは主に投資有価証券

の取得による支出101百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は331百万円（前年同期比190.3％増）となりました。これは主に短期借入金の

純減少額218百万円、リース債務の返済による支出22百万円及び配当金の支払額91百万円等によるものであり

ます。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値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。なお、現時点での通期の業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表いたし

ました数値に変更はございません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結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。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更）  

 税金費用については、従来、連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりましたが、税引前四半期純利益に対す

る配当金等永久に益金に算入されない項目の割合が年度の見積実効税率の算出における割合に比べて高いため、

年度の見積実効税率による方法では、四半期連結累計期間に係る経営成績を適切に反映することが出来ないと判

断し、第１四半期連結累計期間より年度決算と同様の方法で計算する方法に変更しております。 

 当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期については遡及適用後の四半期連結財務諸表となっておりま

す。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第２四半期連結累計期間の四半期純利益は3,510千円増加してお

ります。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,083,198 2,942,428

受取手形及び売掛金 1,895,607 1,873,438

未成工事支出金 68,757 64,099

仕掛品 19,750 26,057

原材料及び貯蔵品 12,922 13,631

その他 454,094 261,941

貸倒引当金 △25,652 △9,396

流動資産合計 5,508,678 5,172,199

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,050,994 1,021,229

土地 1,087,070 1,087,070

その他（純額） 123,335 102,352

有形固定資産合計 2,261,400 2,210,652

無形固定資産   

のれん 58,237 36,398

その他 57,351 49,743

無形固定資産合計 115,588 86,141

投資その他の資産   

投資有価証券 345,816 401,249

差入保証金 164,716 162,863

破産更生債権等 88,129 85,045

その他 761,426 793,685

貸倒引当金 △87,787 △85,045

投資その他の資産合計 1,272,300 1,357,798

固定資産合計 3,649,289 3,654,592

資産合計 9,157,968 8,826,792
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 609,048 482,879

短期借入金 260,000 42,000

未払法人税等 101,232 69,078

賞与引当金 265,434 304,646

その他 541,595 569,075

流動負債合計 1,777,311 1,467,680

固定負債   

退職給付引当金 620,199 641,594

役員退職慰労引当金 64,553 68,243

資産除去債務 39,960 40,223

長期預り保証金 112,383 112,180

その他 51,977 38,615

固定負債合計 889,074 900,856

負債合計 2,666,386 2,368,537

純資産の部   

株主資本   

資本金 981,662 981,662

資本剰余金 956,962 956,962

利益剰余金 4,452,257 4,411,977

自己株式 △3,099 △3,117

株主資本合計 6,387,782 6,347,484

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,896 11,386

その他の包括利益累計額合計 16,896 11,386

少数株主持分 86,903 99,383

純資産合計 6,491,582 6,458,254

負債純資産合計 9,157,968 8,826,792
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（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,623,631 6,908,228

売上原価 5,520,346 5,803,005

売上総利益 1,103,284 1,105,223

販売費及び一般管理費 889,688 947,231

営業利益 213,595 157,992

営業外収益   

受取利息 1,229 1,400

受取配当金 2,064 1,476

助成金収入 35,430 1,389

匿名組合投資利益 1,352 3,122

貸倒引当金戻入額 7,609 19,434

その他 7,344 10,748

営業外収益合計 55,031 37,572

営業外費用   

支払利息 2,579 2,137

支払補償費 － 4,125

匿名組合投資損失 5,362 728

持分法による投資損失 15,000 3,331

その他 2,064 2,824

営業外費用合計 25,007 13,147

経常利益 243,619 182,417

特別損失   

減損損失 4,956 －

投資有価証券評価損 2,008 32,797

貸倒損失 90,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,610 －

特別損失合計 111,574 32,797

税金等調整前四半期純利益 132,045 149,620

法人税、住民税及び事業税 80,967 87,372

法人税等調整額 △8,653 △1,139

法人税等合計 72,314 86,232

少数株主損益調整前四半期純利益 59,731 63,387

少数株主利益 10,451 12,480

四半期純利益 49,279 50,907
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（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 59,731 63,387

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,528 △5,509

その他の包括利益合計 △34,528 △5,509

四半期包括利益 25,203 57,878

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,751 45,397

少数株主に係る四半期包括利益 10,451 12,480
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 132,045 149,620

のれん償却額 21,838 21,838

持分法による投資損益（△は益） 15,000 3,331

減価償却費 65,713 67,317

減損損失 4,956 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,610 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △107,829 △18,997

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,900 39,212

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,513 21,394

その他の引当金の増減額（△は減少） 723 3,690

受取利息及び受取配当金 △3,294 △2,877

支払利息 2,579 2,137

投資有価証券評価損 2,008 32,797

売上債権の増減額（△は増加） 34,766 22,169

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,800 △2,357

仕入債務の増減額（△は減少） △14,091 △126,168

未払消費税等の増減額（△は減少） △823 28,484

預り保証金の増減額（△は減少） △2,508 △203

その他の資産の増減額（△は増加） 236,602 18,646

その他の負債の増減額（△は減少） △5,896 △1,298

その他 △4,897 359

小計 336,115 259,099

利息及び配当金の受取額 3,294 2,877

利息の支払額 △2,579 △2,137

法人税等の還付額 9,090 60,814

法人税等の支払額 △99,120 △120,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 246,800 200,383

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 △700,208 △150,127

定期預金の払戻による収入 184,465 150,127

関係会社株式の取得による支出 △15,000 －

有形固定資産の取得による支出 △30,450 △5,129

投資有価証券の取得による支出 － △101,947

差入保証金の差入による支出 △22,752 △2,367

差入保証金の回収による収入 35,172 4,221

その他 △14,917 △4,676

投資活動によるキャッシュ・フロー △563,689 △109,899

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － △218,000

リース債務の返済による支出 △22,929 △22,047

自己株式の取得による支出 － △18

配当金の支払額 △91,188 △91,188

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,117 △331,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △431,006 △240,770

現金及び現金同等物の期首残高 2,934,151 3,033,198

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,503,144 2,792,428
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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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