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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 15,846 △10.2 △123 ― △129 ― △182 ―

21年3月期第2四半期 17,653 ― 162 ― 157 ― 347 ―

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

22年3月期第2四半期 △4.60 ―

21年3月期第2四半期 8.79 ―

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

22年3月期第2四半期 24,112 9,427 39.1 238.25
21年3月期 26,109 9,725 37.2 245.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,427百万円 21年3月期  9,725百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 34,600 △6.2 270 △48.5 250 △51.0 90 △77.6 2.27
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご参照下さい。 

(2) 四半期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（四半期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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期第2四半期 39,600,000株 21年3月期  39,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  30,142株 21年3月期  30,142株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 39,569,858株 21年3月期第2四半期 39,572,693株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1．平成21年４月24日に公表いたしました通期業績予想につきましては、平成21年９月25日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正を行って
おります。 
2．平成21年４月24日に公表いたしました配当予想につきましては、平成21年10月30日発表の「平成22年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異お
よび配当予想の修正に関するお知らせ」にて修正を行っております。 
 
 上記予想は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。
実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】
「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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の経営環境につきましては、昨年来の景気後退の中、企業収益の悪化に伴う民間

設備投資の低迷を受け、建築需要の受注競争は一段と熾烈さを増すなど、極めて厳しいものとなりました。 

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基づく工事原価の低減、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が、想定を上回る受注高の減少

を受け、売上高は 158 億４千６百万円と前年同期と比べ 18 億６百万円（△10.2％）の減収となり、通期の

業績予想に対する進捗度は 45.8％となりました。 

なお、繰越受注高は 134 億７千４百万円と前年同期と比べ 25 億３千９百万円（△15.9％）の減少となり

ました。 

経常損益につきましては、売上高の減少を受け、経常損失１億２千９百万円と前年同期と比べ２億８千

６百万円の減益となりました。 

四半期純損益につきましては、前年同期において長期の繰延税金資産が計上可能となったこともあり、

法人税等調整額を４億９千４百万円計上したことから、四半期純損益は前年同期と比べ５億２千９百万円悪

化し１億８千２百万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２四半期末の総資産は 241 億１千２百万円と前事業年度末比 19 億９千７百万円（△7.7％）の減少

となりました。これは主に売上高の減少に伴い売上債権が減少したことによるものであります。 

負債につきましては 146 億８千４万円と前事業年度末比 16 億９千９百万円（△10.4％）の減少となりま

した。これは主に支払債務の支出により買掛金等が減少したことによるものであります。 

純資産につきましては 94 億２千７百万円と前事業年度末比２億９千８百万円（△3.1％）の減少となり

ました。これは主に四半期純損失の計上および配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるもの

であります。 

なお、自己資本比率は、総資産が大きく減少したのに対し自己資本の減少が小さかったことにより 39.1％

と前事業年度末を 1.9 ポイント上回る結果となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期第２四半期累計期間の業績につきましては、平成 21 年９月 25 日に公表しました業績予

想と差異が生じております。詳しくは平成 21 年 10 月 30 日公表の「平成 22 年３月期第２四半期累計期間

業績予想との差異および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

平成 22 年３月期通期業績予想につきましては、平成 21 年９月 25 日に公表しました「業績予想の修正に

関するお知らせ」からの変更はありません。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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、

簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(2) 四半期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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を第１四半期会計期間より適用し、

第１四半期会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を

適用しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の売上高は22億３千１百万円、売上総利益は２億７千万円増加し、

営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は２億７千万円それぞれ減少しております。 
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５.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,093 2,608

受取手形及び売掛金 2,608 3,367

完成工事未収入金 6,813 6,500

製品及び半製品 248 213

未成工事支出金 888 1,452

原材料及び貯蔵品 887 1,040

繰延税金資産 45 56

未収入金 3,585 3,939

その他 275 157

貸倒引当金 △14 △42

流動資産合計 17,431 19,294

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 438 458

機械及び装置（純額） 645 686

土地 4,144 4,144

その他（純額） 144 150

有形固定資産計 5,373 5,440

無形固定資産 21 25

投資その他の資産   

繰延税金資産 389 437

その他 935 1,004

貸倒引当金 △39 △91

投資その他の資産計 1,285 1,349

固定資産合計 6,680 6,815

資産合計 24,112 26,109
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(単位：百万円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,019 8,026

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 41 154

未払消費税等 174 224

未成工事受入金 193 340

完成工事補償引当金 59 60

その他 2,761 3,039

流動負債合計 11,249 12,846

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 1,242 1,327

役員退職慰労引当金 185 209

その他 23 16

固定負債合計 3,434 3,537

負債合計 14,684 16,384

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 5,392 5,692

自己株式 △5 △5

株主資本合計 7,710 8,011

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △2

土地再評価差額金 1,717 1,717

評価・換算差額等合計 1,717 1,714

純資産合計 9,427 9,725

負債純資産合計 24,112 26,109
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 17,653 15,846

売上原価 15,221 13,632

売上総利益 2,431 2,213

販売費及び一般管理費 2,268 2,337

営業利益又は営業損失（△） 162 △123

営業外収益   

受取利息及び配当金 5 4

その他 1 0

営業外収益合計 6 4

営業外費用   

支払利息 11 10

その他 0 0

営業外費用合計 11 11

経常利益又は経常損失（△） 157 △129

特別利益 － 29

特別損失 224 －

税引前四半期純損失（△） △66 △99

法人税、住民税及び事業税 80 23

法人税等調整額 △494 58

法人税等合計 △414 82

四半期純利益又は四半期純損失（△） 347 △182
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 【第２四半期会計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 12,828 11,117

売上原価 11,122 9,486

売上総利益 1,706 1,631

販売費及び一般管理費 1,101 1,074

営業利益 605 556

営業外収益   

受取利息及び配当金 0 0

その他 1 △12

営業外収益合計 2 △11

営業外費用   

支払利息 6 6

その他 0 0

営業外費用合計 6 6

経常利益 600 538

特別利益 － 29

特別損失 220 －

税引前四半期純利益 379 568

法人税、住民税及び事業税 68 11

法人税等調整額 △70 10

法人税等合計 △2 22

四半期純利益 381 546
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△） △66 △99

減価償却費 138 151

減損損失 206 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 △35

受取利息及び受取配当金 △5 △4

支払利息 11 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26 △84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 △24

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1 △1

前払年金費用の増減額（△は増加） △18 14

売上債権の増減額（△は増加） △1,230 867

たな卸資産の増減額（△は増加） 105 682

仕入債務の増減額（△は減少） 1,460 △1,258

未成工事受入金の増減額（△は減少） △231 △147

その他 △181 △197

小計 182 △126

利息及び配当金の受取額 5 4

利息の支払額 △11 △11

法人税等の支払額 △186 △135

営業活動によるキャッシュ・フロー △10 △269

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 △112 △127

会員権の取得による支出 △7 －

会員権の売却による収入 9 －

その他 0 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △110 △124

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 －

配当金の支払額 △118 △118

その他 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △119 △121

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） △240 △515

現金及び現金同等物の期首残高 2,762 2,608

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,521 2,093

三晃金属工業株式会社 (1972) 平成22年３月期　第２四半期決算短信 (非連結)
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期会計期間（自 平成 21 年７月１日 至 平成 21 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 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

三晃金属工業株式会社 (1972) 平成22年３月期　第２四半期決算短信 (非連結)
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６．その他の情報 

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 11,859 △ 14.9 11,054 △ 13.9

Ｒ － Ｔ 261 △ 16.2 811 37.6

ハ イ タ フ 1,013 △ 56.0 1,184 △ 49.7

ソ ー ラ ー 287 262.5 333 331.0

小           計 13,422 △ 19.3 13,383 △ 15.6

259 △ 16.2 90 △ 43.0

1,652 △ 7.9 - -

15,334 △ 18.2 13,474 △ 15.9

（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 11,914 △ 13.1

Ｒ － Ｔ 782 226.3

ハ イ タ フ 1,141 △ 23.0

ソ ー ラ ー 145 19.7

小           計 13,983 △ 10.1

210 △ 32.2

1,652 △ 7.9

15,846 △ 10.2

（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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