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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第42期

第２四半期連結
累計期間

第43期
第２四半期連結
累計期間

第42期
第２四半期連結
会計期間

第43期
第２四半期連結
会計期間

第42期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成21年
　　７月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (百万円) 10,958 11,168 6,401 6,835 26,227

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 169 △44 366 321 1,040

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) 47 △78 196 171 522

純資産額 (百万円) ― ― 24,414 24,403 24,662

総資産額 (百万円) ― ― 29,059 28,448 29,372

１株当たり純資産額 (円) ― ― 2,303.612,302.642,327.04

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 4.46 △7.41 18.51 16.14 49.31

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 4.46 ― ― ― 49.31

自己資本比率 (％) ― ― 84.0 85.8 84.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,243 1,704 ― ― 1,474

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △194 247 ― ― △718

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △186 △190 ― ― △377

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 4,622 4,899 3,138

従業員数 (名) ― ― 948 981 946

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりませ

ん。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、第42期第２四半期連結会計期間及び第43期第２四半期連結会計期間

については、潜在株式が存在しないため、第43期第２四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため、それぞれ記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 981

(注) 従業員数は、就業人員であります。

 

(2) 提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 879

(注) 従業員数は、就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当連結会計年度より売上の計上基準を、工事完成基準から工事進行基準に変更しております。これにより、従来

の工事完成基準を適用した場合と比べ売上高が増加しており、受注実績及び販売実績に影響を及ぼすため、前年同

四半期との比較可能性を考慮し、従来の工事完成基準における受注及び販売の状況を併記しております。

 

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における品目別生産実績は次のとおりであります。

 

品目 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

可動間仕切 1,621 71.2

固定間仕切 2,482 146.8

トイレブース 1,280 104.5

移動間仕切 1,046 137.7

ロー間仕切 143 63.8

その他 242 144.5

合計 6,816 107.4

 
(注) １　金額は販売価格で表示しています。

２　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における品目別受注実績は次のとおりであります。

①　工事進行基準適用

 

品目
受注高 受注残高

金額(百万円)
前年同四半期比

(％)
金額(百万円)

前年同四半期比
(％)

可動間仕切 1,550 68.4 1,308 59.3

固定間仕切 1,633 65.4 4,891 75.0

トイレブース 1,255 80.2 1,785 71.3

移動間仕切 819 109.9 1,484 75.9

ロー間仕切 148 77.7 49 77.1

その他 207 83.9 103 44.6

合計 5,615 74.7 9,623 71.4

 
(注) １　金額は販売価格で表示しています。

２　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②　工事完成基準適用

 

品目
受注高 受注残高

金額(百万円)
前年同四半期比

(％)
金額(百万円)

前年同四半期比
(％)

可動間仕切 1,550 68.4 1,583 71.8

固定間仕切 1,633 65.4 5,781 88.6

トイレブース 1,255 80.2 2,049 81.9

移動間仕切 819 109.9 1,803 92.2

ロー間仕切 148 77.7 73 113.8

その他 207 83.9 132 57.1

合計 5,615 74.7 11,423 84.7

 
(注) １　金額は販売価格で表示しています。

２　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における品目別販売実績は次のとおりであります。

①　工事進行基準適用

 

品目 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

可動間仕切 1,629 71.7

固定間仕切 2,482 146.8

トイレブース 1,280 104.5

移動間仕切 1,046 137.7

ロー間仕切 143 63.3

その他 253 112.1

合計 6,835 106.8

 
(注) １　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。

２　相手先別販売実積の総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

②　工事完成基準適用

 

品目 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

可動間仕切 1,354 59.6

固定間仕切 1,592 94.2

トイレブース 1,016 83.0

移動間仕切 727 95.7

ロー間仕切 120 52.9

その他 224 99.3

合計 5,034 78.7

 
(注) １　その他の主なものは、既存間仕切の解体・移設組立であります。

２　相手先別販売実積の総販売実績に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等投資者

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断し

たものであります。

 

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果により改善に向かうと

期待されておりましたが、生産活動については依然低い水準で推移しているため、実態としては厳しい状況が続

いており、この影響を受けた雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、経済情勢悪化へのリスクが混在した状況で

推移しております。

間仕切業界におきましては、一部では回復が見られるものの、依然として企業収益の大幅な減少による設備投

資計画の落込みから需要が減少し、企業間競争は益々激化する等、厳しい経営環境が続いております。

このような情勢の中、当社グループは、関連市場であるドア市場へ積極的に進出するとともに、全社一丸とな

り販売力の増強を図り、新規優良顧客の開拓、休眠顧客の掘り起こし、小口物件の積極的な受注の増大に努めて

まいりました。しかしながら、民間企業の設備投資意欲衰退の影響は予想以上に大きく、当第２四半期連結会計

期間の受注高は、前年同期比25.3％減少となりました。売上高につきましては、今年度からの工事進行基準の適

用に伴う影響や、学校・体育施設、福祉・厚生施設、文化施設等への納入実績の増大により、前年同期比6.8％増

加し、68億35百万円となりました。

品目別の販売状況につきましては、主要品目の可動間仕切が前年同期比28.3％減少、ロー間仕切が36.7％減少

しましたが、トイレブースは前年同期比4.5％、移動間仕切は37.7％、固定間仕切は軽量ドア、学校間仕切が好調

で46.8％の増加となりました。

利益面につきましては、コスト削減等による費用の圧縮に努めましたが、価格競争に起因する粗利率の低下が

予想以上に大きく、販売費及び一般管理費についても節約合理化に努めましたが、利益の減少を吸収できません

でした。これらの結果、当第２四半期連結会計期間は、営業利益２億81百万円、経常利益３億21百万円、四半期純

利益１億71百万円といずれも前年同期を下回る結果となりました。

なお、今期より売上高及び売上原価の計上基準を、工事完成基準から工事進行基準に変更しております。その

影響による当第２四半期連結会計期間の売上高増加額は18億円となり、従前の工事完成基準における当第２四

半期連結会計期間の品目別の販売高、受注高及び受注残高の状況につきましては「１[生産、受注及び販売の状

況]」に記載しております。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産総額は284億48百万円となり、第１四半期連結会計期間末に比べて

３億68百万円の減少となりました。

資産の部では、流動資産は175億２百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比較して３億14百万円の減少

となりました。これは主に現金及び預金の増加２億51百万円、受取手形及び売掛金の増加１億82百万円及び未成

工事の減少６億25百万円等によるものであります。固定資産は109億46百万円となり、第１四半期連結会計期間

末と比較して54百万円減少しました。

負債の部では、流動負債は26億84百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比較して５億77百万円の減少と

なりました。これは主に買掛金１億99百万円の増加、賞与引当金２億23百万円の増加及び「その他」に表示して

おります未払金の減少８億28百万円等によるものであります。固定負債は退職給付引当金の増加により、第１四

半期連結会計期間末と比較して36百万円増加しました。

純資産の部は、利益剰余金の増加等から244億３百万円となり第１四半期連結会計期間末と比べて１億72百万

円増加しました。以上の結果、自己資本比率は85.8％と1.7ポイント改善しました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により増加した資金は、２億46百万円(前年同期は６億

71百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益３億23百万円、減価償却費１億27百万

円、たな卸資産の減少額６億76百万円及び仕入債務の増加額１億99百万円等による増加と売上債権の増加額１

億77百万円及び賞与支払等による減少によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻による収入３億円の増加と有形及び無形の固定資

産取得による支出等による２億４百万円の減少等により資金の増加額は４百万円(前年同期は48百万円の使用)

となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結会計期間は、配当金の支払その他大きな財務活動は

行われなかったため、資金の増加額は０百万円(前年同期は０百万円の獲得)となりました。これらにより現金及

び現金同等物は第１四半期連結会計期間末と比べ２億51百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末残高は48

億99百万円となりました。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は43百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 25,000,000

計 25,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在発行数
(株)

(平成21年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,903,240同左

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であり
ます。

計 10,903,240同左 ― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年７月１日～
平成21年９月30日

― 10,903 ― 3,099 ― 3,031
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社アネシス 石川県小松市白江町ヨ278番地 1,730 15.87

加納株式会社 石川県小松市白江町ヨ278番地 701 6.44

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８―11 599 5.50

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１番地 442 4.06

資産管理サービス
信託銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８―12
晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーZ棟

397 3.65

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２丁目11―３ 309 2.84

有限会社マルヨ 石川県小松市京町８番地 228 2.09

小松ウオール工業従業員持株会
石川県小松市工業団地１丁目72番地
小松ウオール工業㈱総務部内

217 1.99

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１―１ 154 1.42

加　納　　　裕 石川県小松市 152 1.40

計 ― 4,933 45.25

(注) １　上記のほか当社所有の自己株式305千株(2.80％)があります。

２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社　599千株

資産管理サービス信託銀行株式会社　　　　　397千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　　309千株
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

305,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

10,591,400
105,914 ―

単元未満株式
普通株式

6,840
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 10,903,240― ―

総株主の議決権 ― 105,914 ―

(注)　当社所有の自己株式が、「完全議決権株式(自己株式等)」欄に305,000株、「単元未満株式」欄に45株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

小松ウオール工業㈱
石川県小松市工業団地１
丁目72番地

305,000― 305,000 2.80

計 ― 305,000― 305,000 2.80

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成21年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高(円) 1,1101,0731,1231,1901,2801,246

最低(円) 996 1,0021,0421,1001,1741,109

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結会

計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第２四半期連結会計期間(平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けておりま

す。

なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月

１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。
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１【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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,299 7,338

受取手形及び売掛金 6,573 8,550

製品 95 108

仕掛品 139 103

未成工事 761 1,187

原材料及び貯蔵品 192 201

その他 504 434

貸倒引当金 △63 △51

流動資産合計 17,502 17,874

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,469 5,420

土地 3,636 3,636

その他 3,649 3,556

減価償却累計額 △5,902 △5,794

有形固定資産合計 6,853 6,819

無形固定資産 408 385

投資その他の資産

保険積立金 2,448 3,140

その他 1,405 1,240

貸倒引当金 △169 △88

投資その他の資産合計 3,684 4,293

固定資産合計 10,946 11,498

資産合計 28,448 29,372

負債の部

流動負債

買掛金 1,115 1,494

未払法人税等 46 82

賞与引当金 496 641

その他 1,026 1,117

流動負債合計 2,684 3,335

固定負債

退職給付引当金 1,092 1,016

役員退職慰労引当金 250 334

その他 17 22

固定負債合計 1,359 1,373

負債合計 4,044 4,709
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,099 3,099

資本剰余金 3,031 3,031

利益剰余金 18,722 18,991

自己株式 △461 △461

株主資本合計 24,392 24,661

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11 0

評価・換算差額等合計 11 0

純資産合計 24,403 24,662

負債純資産合計 28,448 29,372
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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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第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)

売上高 10,958 11,168

売上原価 7,563 8,053

売上総利益 3,394 3,114

販売費及び一般管理費 ※
 3,255

※
 3,299

営業利益又は営業損失（△） 139 △184

営業外収益

受取利息 17 14

受取配当金 4 3

受取保険金 － 120

その他 19 11

営業外収益合計 41 150

営業外費用

売上割引 11 10

営業外費用合計 11 10

経常利益又は経常損失（△） 169 △44

特別利益

固定資産売却益 7 1

特別利益合計 7 1

特別損失

固定資産除売却損 10 7

特別損失合計 10 7

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（△）

166 △51

法人税、住民税及び事業税 77 38

法人税等調整額 42 △11

法人税等合計 119 27

四半期純利益又は四半期純損失（△） 47 △78
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

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

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

売上高 6,401 6,835

売上原価 4,452 4,982

売上総利益 1,949 1,852

販売費及び一般管理費 ※
 1,596

※
 1,571

営業利益 353 281

営業外収益

受取利息 9 8

受取配当金 0 0

受取保険金 － 32

受取家賃 3 4

その他 4 1

営業外収益合計 17 45

営業外費用

売上割引 4 5

営業外費用合計 4 5

経常利益 366 321

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失

固定資産除売却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 365 323

法人税、住民税及び事業税 59 27

法人税等調整額 109 124

法人税等合計 168 151

四半期純利益 196 171
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(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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第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)

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（△）

166 △51

減価償却費 263 244

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 93

受取利息及び受取配当金 △21 △18

売上債権の増減額（△は増加） 2,944 1,886

たな卸資産の増減額（△は増加） △736 413

仕入債務の増減額（△は減少） △221 △379

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68 75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △84

その他 △52 △410

小計 2,401 1,769

利息及び配当金の受取額 5 7

法人税等の支払額 △164 △73

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,243 1,704

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 － △1,200

定期預金の払戻による収入 － 1,000

有形固定資産の取得による支出 △162 △190

有形固定資産の売却による収入 38 1

無形固定資産の取得による支出 △82 △113

投資有価証券の売却による収入 10 －

保険積立金の払戻による収入 － 865

その他 1 △116

投資活動によるキャッシュ・フロー △194 247

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

自己株式の売却による収入 4 －

配当金の支払額 △190 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー △186 △190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,862 1,760

現金及び現金同等物の期首残高 2,759 3,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,622

※
 4,899
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【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】

 
 当第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)

１　連結の範囲に関する

事項の変更

(1) 連結の範囲の変更

　平成21年４月１日付で、小松プロテクター株式会社

は当社と合併し消滅したため、第１四半期連結会計期

間より、連結の範囲から除外しております。

(2) 変更後の連結子会社の数

　１社

２　会計処理基準に関す

る事項の変更

工事契約に関する会計基準

　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

連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着

手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末まで

の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)を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は

1,800百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失は、それぞれ352百万円減少しておりま

す。
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【表示方法の変更】

 

当第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)

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、営業外収

益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。

　なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は２百万円であります。

 

 

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

(四半期連結貸借対照表関係)

　財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、前第

２四半期連結会計期間において、区分掲記しておりました「原材料」及び流動資産の「その他」に含めておりま

した「貯蔵品」は、当第２四半期連結会計期間では、「原材料及び貯蔵品」として区分掲記しております。なお、前

第２四半期連結会計期間の「原材料」は263百万円、流動資産の「その他」に含まれる「貯蔵品」は４百万円であ

ります。

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「受取保険金」は、営業外収

益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することといたしました。

　なお、前第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は２百万円であります。
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【簡便な会計処理】

当第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)

該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第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)

該当事項はありません。

 

【追加情報】

 

当第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)

役員退職慰労金制度の廃止

　当社及び連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく要支給額を計上し

ておりますが、平成21年６月25日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、当

該総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切

り支給することといたしました。これに伴い、当該総会終結時以降については新たな引当金の繰入はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び前連結会計年度末(平成21年３月31日)のいずれにおいて

も該当事項はありません。

 

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

 

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

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

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当及び賞与 1,054百万円

賞与引当金繰入額 340百万円

退職給付費用 132百万円

役員退職慰労引当金繰入額 16百万円

貸倒引当金繰入額 4百万円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当及び賞与 1,071百万円

賞与引当金繰入額 285百万円

退職給付費用 143百万円

役員退職慰労引当金繰入額 54百万円

貸倒引当金繰入額 100百万円

 

第２四半期連結会計期間

 

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

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

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当及び賞与 525百万円

賞与引当金繰入額 149百万円

退職給付費用 65百万円

役員退職慰労引当金繰入額 4百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給料手当及び賞与 525百万円

賞与引当金繰入額 128百万円

退職給付費用 67百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

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

※　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係(平成20年９月30日現在)

現金及び預金勘定 8,422百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△3,800百万円

現金及び現金同等物 4,622百万円

　

※　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係(平成21年９月30日現在)

現金及び預金勘定 9,299百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△4,400百万円

現金及び現金同等物 4,899百万円

 

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第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)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末株式数(株)

発行済株式 普通株式 10,903,240

自己株式 普通株式 305,045

 
 

２　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日
定時株主総会

普通株式 190 18.00平成21年３月31日平成21年６月26日利益剰余金

 

　(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年10月20日
取締役会

普通株式 158 15.00平成21年９月30日平成21年11月27日利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間(自　平

成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９

月30日)及び当第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)

当社グループが営む事業は単一であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を

省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間(自　平

成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９

月30日)及び当第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)

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

 

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期間(自　平

成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９

月30日)及び当第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)

海外売上高がないため該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。
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(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(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。

 

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 2,302円64銭１株当たり純資産額 2,327円04銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 24,403 24,662

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

― ―

普通株式に係る四半期連結会計期間末
(連結会計年度末)の純資産額(百万円)

24,403 24,662

１株当たりの純資産額の算定に用いられた
四半期連結会計期間末(連結会計年度末)の
普通株式の数(株)

10,598,195 10,598,276

 

２　１株当たり四半期純利益金額等

　　第２四半期連結累計期間

 

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

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

１株当たり四半期純利益金額 ４円46銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ４円46銭

１株当たり四半期純損失金額 ７円41銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

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

(1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当
たり四半期純損失金額

  

四半期純利益又は四半期純損失(△)
(百万円)

47 △78

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失(△)(百万円)

47 △78

普通株式の期中平均株式数(株) 10,597,272 10,598,254

   

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額

  

四半期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) 1,075 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益金額の
算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動がある場
合の概要

― ―
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　　第２四半期連結会計期間

 

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

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

１株当たり四半期純利益金額 18円51銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 16円14銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

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

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

四半期純利益(百万円) 196 171

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 196 171

普通株式の期中平均株式数(株) 10,598,265 10,598,232

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益金額の算定に含めな
かった潜在株式で、前連結会計年度末から重
要な変動がある場合の概要

― ―

 

(重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第43期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年10月20日開催の取締役会

において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議い

たしました。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 158百万円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　15円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年11月27日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成20年11月７日

小松ウオール工業株式会社

取締役会　御中

監査法人　　トーマツ

 

指定社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　鈴　　木　　昌　　治　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　森　　田　　浩　　之　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小松ウオー

ル工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成20

年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ

・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、小松ウオール工業株式会社及び連結子会社の平成20年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並び

に第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 

平成21年11月４日

小松ウオール工業株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　　トーマツ  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　由　　水　　雅　　人　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　森　　田　　浩　　之　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小松ウオー

ル工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成21

年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ

・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、小松ウオール工業株式会社及び連結子会社の平成21年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並び

に第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

追記情報

「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」に記載されているとおり、会社は第１四半

期連結会計期間より、工事契約に関する会計基準を適用している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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