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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 34,512 △15.9 915 △67.5 1,061 △64.4 548 △66.8
21年3月期第2四半期 41,050 ― 2,812 ― 2,985 ― 1,655 ―

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 9.09 ―
21年3月期第2四半期 27.42 ―

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 77,492 51,170 64.7 830.40
21年3月期 81,874 50,981 61.1 828.72

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  50,123百万円 21年3月期  50,023百万円

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  無  
 

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
22年3月期 ― 7.50
22年3月期 

（予想）
― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結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 87,000 △2.9 3,700 △33.7 3,900 △34.2 2,200 △31.3 36.45
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(3) 四半期連結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るもの） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 60,832,771株 21年3月期  60,832,771株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  472,784株 21年3月期  470,747株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 60,361,051株 21年3月期第2四半期 60,381,236株
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当第２四半期におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られるものの、企業収益の低迷や雇用

情勢の深刻化など、厳しい状況で推移しております。 
 防災業界におきましても、民間設備投資が依然減少傾向にあるため、受注環境は一段と厳しさを増し、
先行きは不透明であります。 
 このような環境のなか、当社グループは積極的な営業活動に努めましたが、当第２四半期における連結
売上高は34,512百万円（前年同期比15.9％減）となりました。 
 売上高の内訳をセグメント別にみますと、火災報知設備は12,895百万円（前年同期比31.1％減）、消火
設備は9,205百万円（前年同期比13.8％減）、保守点検等は10,475百万円（前年同期比13.5％増）、その
他は1,936百万円（前年同期比19.9％減）となりました。 
 利益につきましては、営業利益は915百万円（前年同期比67.5％減）、経常利益は1,061百万円（前年同
期比64.4％減）、四半期純利益は548百万円（前年同期比66.8％減）となりました。 
  
  

  
当第２四半期における総資産につきましては、現金及び預金1,593百万円の増加、たな卸資産2,153百万

円の増加等があったものの、受取手形及び売掛金8,934百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べ
4,382百万円減少し、77,492百万円となりました。 
 負債につきましては、流動負債は4,536百万円の減少、固定負債は34百万円の減少となり、負債合計は
前連結会計年度末に比べ4,571百万円減少し、26,322百万円となりました。 
 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金が92百万円増加したこと等により、前連結会計年度
末に比べ188百万円増加し、51,170百万円となりました。 
  

  

  
業績予想につきましては、平成21年10月28日付で修正を行っております。詳細につきましては、平成21

年10月28日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
 なお、当社グループの売上高は建設業界の影響を受ける部分が多いため、下期、特に第４四半期に集中
する傾向があります。 
  

  
  

 該当事項はありません。 
  

 ①固定資産の減価償却費の算定方法 
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。 
  
 ②税金費用の算定方法 

当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する方法によっております。 
 また、法人税等調整額に関しては、法人税等に含めて表示しております。 
  

  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、主として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)を当第１四半期連結会計
期間より適用し、当第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、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２四半期連結累計期間における売上高は131百万円増加し、売上総利益、営業利
益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ９百万円増加しております。 
  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態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

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【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 17,558 15,964

受取手形及び売掛金 17,669 26,604

有価証券 2,000 2,000

商品及び製品 3,264 2,357

仕掛品 1,094 940

原材料及び貯蔵品 4,007 3,648

未成工事支出金 10,018 9,286

その他 2,644 2,389

貸倒引当金 △187 △199

流動資産合計 58,070 62,992

固定資産   

有形固定資産 10,112 9,537

無形固定資産 1,292 1,170

投資その他の資産   

投資有価証券 2,846 2,666

その他 5,382 5,737

貸倒引当金 △211 △229

投資その他の資産合計 8,016 8,174

固定資産合計 19,422 18,882

資産合計 77,492 81,874

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,274 9,457

短期借入金 34 33

未払法人税等 515 1,649

賞与引当金 1,786 3,089

完成工事補償引当金 53 58

工事損失引当金 120 241

その他 9,980 9,772

流動負債合計 19,765 24,302

固定負債   

退職給付引当金 5,516 5,577

役員退職慰労引当金 627 593

負ののれん 22 27

その他 390 392

固定負債合計 6,556 6,591

負債合計 26,322 30,893
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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 13,302 13,302

資本剰余金 12,745 12,745

利益剰余金 24,220 24,276

自己株式 △235 △234

株主資本合計 50,032 50,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24 △68

為替換算調整勘定 66 1

評価・換算差額等合計 90 △66

少数株主持分 1,046 958

純資産合計 51,170 50,981

負債純資産合計 77,492 81,874
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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 41,050 34,512

売上原価 28,656 23,980

売上総利益 12,393 10,532

販売費及び一般管理費 9,580 9,616

営業利益 2,812 915

営業外収益   

受取利息 58 28

受取配当金 26 17

保険返戻金 － 61

負ののれん償却額 6 5

持分法による投資利益 24 18

その他 120 111

営業外収益合計 236 242

営業外費用   

支払利息 2 1

賃貸費用 31 30

為替差損 － 48

その他 30 15

営業外費用合計 64 96

経常利益 2,985 1,061

特別損失   

投資有価証券評価損 56 －

固定資産処分損 25 23

特別損失合計 82 23

税金等調整前四半期純利益 2,903 1,038

法人税等 1,233 439

少数株主利益 14 49

四半期純利益 1,655 548
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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 2,903 1,038

減価償却費 579 639

負ののれん償却額 △6 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 △31

退職給付引当金の増減額（△は減少） △165 △61

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44 33

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,230 △1,304

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △36 △5

受取利息及び受取配当金 △84 △46

保険返戻金 － △61

支払利息 2 1

持分法による投資損益（△は益） △24 △18

固定資産処分損益（△は益） 25 23

投資有価証券評価損益（△は益） 56 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,964 8,986

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,482 △2,114

仕入債務の増減額（△は減少） △837 △3,269

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,858 1,646

その他 △830 △650

小計 4,671 4,801

利息及び配当金の受取額 84 46

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △1,761 △1,505

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,991 3,339

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △22 △47

固定資産の取得による支出 △927 △1,456

貸付けによる支出 △23 △3

貸付金の回収による収入 46 31

保険積立金の解約による収入 － 275

その他 △138 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,065 △1,219

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 17 －

配当金の支払額 △484 △604

その他 △9 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △475 △611

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,449 1,531

現金及び現金同等物の期首残高 17,175 16,856

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,625 18,388

能美防災㈱（6744） 平成22年3月期 第2四半期決算短信

－7－



該当事項はありません。 

  

  

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) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

   事業の種類を考慮し、火災報知設備、消火設備、保守点検等、その他に区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要営業品目 

   火災報知設備：自動火災報知設備・環境監視システム・防火戸、防排煙設備他 

   消火設備  ：各種スプリンクラー設備・泡消火設備・プラント防災設備・トンネル防災設備他 

   保守点検等 ：各種防災設備に係る保守点検および補修業務・防災設備のリース他 

   その他   ：駐車場設備・防犯設備他 

  

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) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

   事業の種類を考慮し、火災報知設備、消火設備、保守点検等、その他に区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要営業品目 

   火災報知設備：自動火災報知設備・環境監視システム・防火戸、防排煙設備他 

   消火設備  ：各種スプリンクラー設備・泡消火設備・プラント防災設備・トンネル防災設備他 

   保守点検等 ：各種防災設備に係る保守点検および補修業務・防災設備のリース他 

   その他   ：駐車場設備・防犯設備他 

３  「四半期連結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」に記載のとおり、当第１四 

    半期連結会計期間から「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における「消火設備」の売上高は131百万円増加し、営業損失は９

    百万円減少しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

火災報知設備 
(百万円)

 消火設備
 (百万円)

保守点検等 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,725 10,679 9,229 2,415 41,050 ─ 41,050

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

23 97 0 94 216 (216) ─

計 18,748 10,777 9,230 2,510 41,266 (216) 41,050

営 業 利 益 2,936 556 1,363 180 5,037 (2,224) 2,812

火災報知設備 
(百万円)

 消火設備
 (百万円)

保守点検等 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

12,895 9,205 10,475 1,936 34,512 ─ 34,512

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

24 24 0 93 143 (143) ─

計 12,920 9,229 10,476 2,030 34,656 (143) 34,512

営業利益又は営業損失(△) 729 △91 2,328 124 3,091 (2,176) 915
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  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) 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグ  

 メント情報の記載を省略しております。 

  

  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) 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグ  

 メント情報の記載を省略しております。 

  

  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) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

  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) 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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