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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我が国経済は、震災復興需要を背景とした内需の牽引により緩やかながら回

復の動きがみられたものの、新興国経済の鈍化による輸出の減速懸念、長期化する円高やデフレの影響など、先行

き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、公共投資は堅調に推移しておりますが、企業の設備投資には依然と

して慎重な姿勢がみられ、価格競争による厳しい受注環境が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループでは、営業の強化による受注拡大とコスト削減による利益確

保に重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は80億19百万円（前年同四半期比14.0％増）となりました。ま

た、利益面につきましては、営業利益は１億52百万円（前年同四半期は営業損失35百万円）、経常利益は１億96百

万円（前年同四半期は経常損失16百万円）、四半期純利益は79百万円（前年同四半期は四半期純損失37百万円）と

なりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、第２四半期連結会計期間及び第４四

半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、また、利益につきましても、第２四半期連結会計期間及び第４

四半期連結会計期間に偏重し、各四半期連結会計期間の業績には季節的変動があります。 

   

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、首都圏の販売が好調に推移したことから、売上高は42億28百万円（前年同四

半期比10.1％増）となりましたが、価格競争による販売価格の下落が続き、営業損失は33百万円（前年同四半期は

営業損失55百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、新設工事の完成工事高が増加したことにより、売上高は35億41百万円（前年同四半期

比18.1％増）となり、営業利益は２億56百万円（同106.7％増）となりました。 

 工事事業における完成工事高は34億59百万円（前年同四半期比18.0％増）となり、新設工事が14億57百万円（同

79.7％増）、既設工事が12億69百万円（同9.7％減）、保守工事が７億32百万円（同2.6％増）となりました。 

 また、受注工事高は58億79百万円（同5.8％増）となり、新設工事が26億54百万円（同21.8％増）、既設工事が

18億86百万円（同7.6％減）、保守工事が13億38百万円(同0.2％増）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は２億49百万円（前年同四半期比27.5％増）となり、営業利益は12百

万円（前年同四半期は営業損失０百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状態   

 当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度に比べて10億64百万円減少

し166億５百万円、負債の部は10億71百万円減少し80億４百万円、純資産の部は７百万円増加し86億１百万円とな

りました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が４億88百万円、未成工事支出金が

８億74百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛

金並びに営業未収入金の合計額が23億55百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が１億80百万円、未成工事受入金が５

億48百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金

が14億45百万円、未払法人税等が２億66百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、自己株式の処分により自己株式が12百万円増加

したことによるものであり、減少要因といたしましては、その他有価証券評価差額金が16百万円減少したことによ

るものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度と比べ４

億99百万円増加し、32億59百万円となりました。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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は４億10百万円（前年同四半期は12百万円の獲得）となりました。収入の主な要因

といたしましては、税金等調整前四半期純利益１億74百万円、売上債権の減少額23億56百万円、未成工事受入金の

増加額５億48百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、たな卸資産の増加額８億77百万円、仕入債務の

減少額14億45百万円及び法人税等の支払額３億30百万円等であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は10百万円（前年同四半期は１億98百万円の獲得）となりました。収入の主な要因

といたしましては、定期預金の払戻による収入２億37百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、定期預

金の預入による支出２億27百万円等であります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は99百万円（前年同四半期比164.0％増）となりました。収入の主な要因といたし

ましては、短期借入れによる収入５億60百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返済に

よる支出３億80百万円等であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に発表した公表数値に変更はありません。 

 なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。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。  



（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 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（減価償却の方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。 

  

（４）追加情報  

 当社は、平成24年９月24日開催の取締役会において、株式会社三雄商会の株式を取得し、同日付で子会社化する

ための基本合意書を締結いたしました。 

①株式取得の目的 

 株式取得による子会社化を図ることで、北海道の千歳・恵庭市から胆振・日高地域までの商圏を確保するととも

に、取扱商品の販売を拡大することが可能となるため、より一層の事業拡大を図ることができるものと考えており

ます。 

②株式取得の相手先の名称 

 河上聰 

 河上勝 

 元井厚生 他４名 

③株式取得（子会社化）する会社の概要 

 商号        株式会社三雄商会 

 本店所在地     北海道苫小牧市新中野町二丁目16番１号 

 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 河上聰 

 事業内容      管工機材商品の販売、空調計装設備の設計・施工 

 規模（平成24年３月期） 

     資本金   20,000千円 

     売上高  640,495千円 

④取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

 異動前の所有株式数   ０株（所有割合：０％） 

 取得株式数     40,000株 

 取得価額        未定 

 異動後の所有株式数 40,000株（所有割合：100％） 

⑤日程 

 基本合意書締結   平成24年９月24日 

 株式譲渡契約締結  平成24年12月下旬（予定） 

 株式譲受期日    平成25年２月下旬（予定）  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,476,866 3,965,558

受取手形及び売掛金 6,597,219 4,918,832

営業未収入金 2,151,832 1,474,234

有価証券 20,593 20,601

商品 361,324 363,557

未成工事支出金 1,261,171 2,135,222

原材料及び貯蔵品 27,212 27,774

繰延税金資産 145,823 142,216

その他 97,558 106,342

貸倒引当金 △25,043 △22,275

流動資産合計 14,114,559 13,132,066

固定資産   

有形固定資産 1,713,661 1,680,249

無形固定資産 92,106 78,592

投資その他の資産   

投資有価証券 631,700 618,638

その他 1,125,578 1,103,864

貸倒引当金 △7,506 △7,686

投資その他の資産合計 1,749,772 1,714,816

固定資産合計 3,555,540 3,473,658

資産合計 17,670,099 16,605,725



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,210,108 4,764,765

短期借入金 1,158,048 1,338,048

未払法人税等 340,326 73,870

未成工事受入金 349,049 897,787

賞与引当金 211,672 244,190

役員賞与引当金 35,300 15,500

完成工事補償引当金 23,790 18,020

工事損失引当金 10,800 20,600

その他 285,314 243,016

流動負債合計 8,624,409 7,615,798

固定負債   

長期借入金 36,102 32,708

繰延税金負債 59,247 63,407

再評価に係る繰延税金負債 132,393 132,393

退職給付引当金 2,067 1,165

役員退職慰労引当金 139,870 85,830

その他 81,545 72,772

固定負債合計 451,225 388,276

負債合計 9,075,634 8,004,074

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 529,314

利益剰余金 7,927,201 7,929,430

自己株式 △269,437 △256,777

株主資本合計 8,782,163 8,801,368

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,914 36,494

土地再評価差額金 △367,869 △367,869

その他の包括利益累計額合計 △314,954 △331,375

少数株主持分 127,256 131,658

純資産合計 8,594,465 8,601,651

負債純資産合計 17,670,099 16,605,725



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,033,083 8,019,026

売上原価 5,844,103 6,621,083

売上総利益 1,188,979 1,397,942

販売費及び一般管理費 1,224,127 1,245,265

営業利益又は営業損失（△） △35,148 152,676

営業外収益   

受取配当金 10,514 11,157

受取賃貸料 9,461 11,165

保険解約返戻金 249 11,412

持分法による投資利益 3,141 9,571

その他 9,798 13,191

営業外収益合計 33,164 56,497

営業外費用   

支払利息 9,489 9,496

その他 4,791 3,508

営業外費用合計 14,280 13,004

経常利益又は経常損失（△） △16,264 196,169

特別利益   

投資有価証券売却益 2,765 －

特別利益合計 2,765 －

特別損失   

固定資産売却損 208 257

固定資産除却損 800 33

投資有価証券評価損 122 11,552

会員権売却損 － 1,232

会員権評価損 1,150 8,576

特別損失合計 2,281 21,651

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△15,780 174,517

法人税、住民税及び事業税 20,014 66,868

法人税等調整額 1,370 22,738

法人税等合計 21,385 89,606

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37,165 84,911

少数株主利益 684 5,628

四半期純利益又は四半期純損失（△） △37,850 79,282



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△37,165 84,911

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,852 △17,076

持分法適用会社に対する持分相当額 △677 671

その他の包括利益合計 △9,530 △16,405

四半期包括利益 △46,695 68,506

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △47,423 62,862

少数株主に係る四半期包括利益 727 5,643



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△15,780 174,517

減価償却費 51,467 52,548

貸倒引当金の増減額（△は減少） △958 △2,588

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,425 32,517

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 △19,800

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △300 △5,770

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2,100 9,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,405 △1,268

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,935 △54,040

受取利息及び受取配当金 △12,396 △12,417

支払利息 9,489 9,496

投資有価証券評価損益（△は益） 122 11,552

会員権評価損 1,150 8,576

持分法による投資損益（△は益） △3,141 △9,571

売上債権の増減額（△は増加） 1,521,594 2,356,272

たな卸資産の増減額（△は増加） △860,818 △877,067

仕入債務の増減額（△は減少） △643,185 △1,445,343

未成工事受入金の増減額（△は減少） 255,633 548,738

その他 △75,857 △39,842

小計 226,015 736,309

利息及び配当金の受取額 14,412 13,589

利息の支払額 △9,952 △8,938

法人税等の支払額 △217,499 △330,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,975 410,613

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 △238,778 △227,096

定期預金の払戻による収入 430,775 237,078

その他投資等の売却による収入 35,401 35,110

その他 △29,313 △55,811

投資活動によるキャッシュ・フロー 198,084 △10,719

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 475,000 560,000

短期借入金の返済による支出 △350,000 △380,000

配当金の支払額 △66,732 △76,960

その他 △20,699 △3,852

財務活動によるキャッシュ・フロー 37,568 99,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 248,628 499,081

現金及び現金同等物の期首残高 3,054,172 2,760,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,302,801 3,259,453



 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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