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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,510  △0.2  △216  －  △202  －  △137  －

22年３月期第１四半期  3,517  △30.2  △161  －  △94  －  △66  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △12  27  －      

22年３月期第１四半期  △5  90  －      

  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 

23年３月期第１四半期  14,568  7,919  54.4  707  25

22年３月期  16,563  8,178  49.4  730  37

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,919百万円 22年３月期 8,178百万円

  
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 

22年３月期  －        9 00 －      7 00  16  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  8 00 －      8 00  16  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  8,500  5.2  50  －  80  －  50  －  4  47

通期  21,700  1.0  490  4.5  620  10.9  320  83.9  28  58

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

新規     ─ 社 （社名）                        、除外     ─ 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

   

（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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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「業績予想に関する定性的情報」

をご覧下さい。   

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有 ・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 11,700,000株 22年３月期 11,700,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 502,800株 22年３月期 502,800株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,197,200株 22年３月期１Ｑ 11,197,314株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における日本経済は、新興国向け輸出の増加などにより緩やかな回復基調にありまし

たが、個人消費や企業の生産水準は本格回復に至らず、雇用や所得環境も低迷するなど、依然として厳しい状況の

まま推移致しました。 

当社グループの主力事業の属する国内建設市場におきましては、企業収益の回復傾向に伴い民間設備投資に持ち

直しの動きが出てきたものの、海外景気の下振れ懸念や国内のデフレ継続などにより、企業の設備投資に対する慎

重な姿勢が継続し、厳しい市場環境が続きました。 

このような状況のもと、当社グループはグループ企業の連携による顧客対応力の充実と原価の低減を図り、受注

の確保、利益体質の強化に努めてまいりました。 

当第１四半期連結会計期間における当社グループの連結売上高は、前第１四半期連結会計期間より７百万円減少

し、35億10百万円（前年同四半期比0.2％の減少）、営業損失は２億16百万円（前年同四半期は１億61百万円の営

業損失）、経常損失は２億２百万円（前年同四半期は94百万円の経常損失）、四半期純損失は１億37百万円（前年

同四半期は66百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 建設事業 

当社グループの主力事業である当事業におきましては、公共工事関連が堅調に推移し、製造工場関連も低水準

ながら増加したことにより、受注高は16億74百万円（前年同四半期比12.1％の増加）となりました。部門別で

は、産業設備工事が５億19百万円（前年同四半期比23.1％の増加）、ビル設備工事が８億54百万円（前年同四半

期比0.7％の減少）、環境設備工事が３億円（前年同四半期比42.4％の増加）となりました。 

売上高は、前期からの繰越工事や大型工事の売上が減少したことにより、13億50百万円(前年同四半期比

15.8％の減少)となりました。部門別では、産業設備工事が４億25百万円（前年同四半期比44.2％の減少）、ビ

ル設備工事が５億32百万円(前年同四半期比15.8％の減少)、環境設備工事が３億92百万円（前年同四半期比

87.4％の増加）となりました。 

② 機器販売及び情報システム事業 

当事業におきましては、産業用機器販売は依然として低調に推移したものの、情報システム関連で大型ネット

ワーク工事やＯＡ機器販売が増加したことにより、売上高は８億40百万円（前年同四半期比2.2％の増加）とな

りました。 

③ 機器のメンテナンス事業 

当事業におきましては、太陽光発電機器設置は前年同四半期と同様に堅調に推移しましたが、設備機器メンテ

ナンスは経費抑制が継続し、需要の回復には至らなかったことにより、売上高は11億11百万円（前年同四半期比

0.3％の減少）となりました。 

④ 電子部品製造事業 

当事業におきましては、デジタル家電や自動車の販売増加に伴い半導体関連部品が伸長し、製造工程省力化の

装置製作も需要が回復したことから、売上高は３億93百万円（前年同四半期比74.3％の増加）となりました。  

なお、生産実績（販売価格）は以下のとおりであります。 

⑤ その他の事業 

その他の事業の公共水道施設維持管理事業におきましては、運転管理受託体制や緊急対応体制を整備し、きめ

細かな施設維持管理と顧客ニーズを捉えた提案活動を行った結果、売上高は55百万円（前年同四半期比19.3％の

増加）となりました。 

（注）１．上記売上高はセグメント間取引消去前の金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

区分 
前第１四半期連結会計期間

（百万円） 
当第１四半期連結会計期間

（百万円） 

電子部品のペレタイズ加工  101  185

電子部品の組立  55  97

基盤組立他  69  110

合計  225  393



（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況 

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ19億94百万円減少し145億68百万円と

なりました。これは主に現金預金が２億35百万円、受取手形が５億65百万円、完成工事未収入金が12億85百万円

それぞれ減少したこと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ17億35百万円減少し、66億49百万円となりました。これは主に工事未払金が

17億10百万円、買掛金が２億70百万円それぞれ減少し、支払手形が３億87百万円増加したこと等によるものであ

ります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億58百万円減少し79億19百万円となりました。これは主に四半期純損失

を１億37百万円計上し、配当の支払を78百万円行ったこと等によるものであります。  

② キャッシュ・フローの状況  

当第１四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２億35百万円減少し39億39百万円となりました。 

当第１四半期連結会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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動に使用した資金は、39百万円（前年同四半期は５億36百万円の獲

得）となりました。これは主に、売上債権の減少額20億41百万円（前年同四半期比8.9％の増加）、仕入債務の

減少額15億92百万円（前年同四半期比134.0％の増加）、法人税等の支払額２億27百万円（前年同四半期比

55.6％の増加）を調整したこと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） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動に使用した資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ１億７百万

円減少し12百万円（前年同四半期比89.7％の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

が９百万円、投資有価証券の取得による支出が２百万円あったこと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） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動に使用した資金は、前第１四半期連結会計期間に比べ87百万円増

加し１億83百万円（前年同四半期比91.3％の増加）となりました。これは主に、配当金を61百万円支払ったこ

と、短期借入金の返済による支出が１億円あったこと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 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、現時点において、平成22年５月14日に発表致しました第２四半期

連結累計期間及び通期の業績予想について変更はありません。  

  



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切り下げに関しては、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、簿価切り下げを行う方法によっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

② 特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報



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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,244,566 4,479,755

受取手形 646,669 1,212,477

完成工事未収入金 1,548,925 2,834,098

売掛金 1,914,663 2,105,396

未成工事支出金 189,846 95,453

商品 147,466 86,676

仕掛品 282,556 260,987

材料貯蔵品 40,893 29,296

その他 441,750 273,389

貸倒引当金 △2,867 △6,215

流動資産合計 9,454,471 11,371,315

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 3,166,186 3,157,858

減価償却累計額 △1,852,032 △1,824,856

建物・構築物（純額） 1,314,154 1,333,002

土地 2,293,811 2,293,811

建設仮勘定 22,092 34,254

その他 553,482 520,132

減価償却累計額 △318,292 △301,768

その他（純額） 235,189 218,364

有形固定資産合計 3,865,246 3,879,433

無形固定資産   

のれん 231,049 238,502

その他 160,916 170,153

無形固定資産合計 391,965 408,655

投資その他の資産   

投資有価証券 495,753 565,356

その他 398,737 378,705

貸倒引当金 △37,653 △40,173

投資その他の資産合計 856,837 903,888

固定資産合計 5,114,049 5,191,977

資産合計 14,568,520 16,563,293



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,257,548 1,870,232

工事未払金 658,483 2,368,527

買掛金 877,482 1,147,505

短期借入金 704,996 804,996

未払法人税等 34,370 234,362

未成工事受入金 221,208 150,658

完成工事補償引当金 11,400 11,400

賞与引当金 68,933 163,884

役員賞与引当金 － 18,500

その他 649,802 418,549

流動負債合計 5,484,225 7,188,615

固定負債   

長期借入金 210,159 221,408

退職給付引当金 725,444 743,715

役員退職慰労引当金 92,010 104,555

その他 137,507 126,931

固定負債合計 1,165,120 1,196,610

負債合計 6,649,345 8,385,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,029,213 1,029,213

資本剰余金 805,932 805,932

利益剰余金 6,277,954 6,493,741

自己株式 △213,872 △213,872

株主資本合計 7,899,226 8,115,013

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,948 63,053

評価・換算差額等合計 19,948 63,053

純資産合計 7,919,175 8,178,067

負債純資産合計 14,568,520 16,563,293



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,517,789 3,510,261

売上原価 3,042,013 3,122,862

売上総利益 475,776 387,398

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 293,151 274,345

賞与引当金繰入額 20,451 19,484

退職給付引当金繰入額 7,906 7,824

役員退職慰労引当金繰入額 2,030 1,280

貸倒引当金繰入額 3,480 －

のれん償却額 7,453 7,453

その他 302,817 293,611

販売費及び一般管理費合計 637,290 603,999

営業損失（△） △161,513 △216,600

営業外収益   

受取利息 241 131

受取配当金 51,445 2,338

受取褒賞金 8,901 6,273

その他 9,734 9,708

営業外収益合計 70,322 18,452

営業外費用   

支払利息 3,345 2,901

その他 － 1,021

営業外費用合計 3,345 3,922

経常損失（△） △94,536 △202,070

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 3,468

特別利益合計 － 3,468

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,258

特別損失合計 － 6,258

税金等調整前四半期純損失（△） △94,536 △204,860

法人税、住民税及び事業税 44,137 33,390

法人税等調整額 △72,633 △100,844

法人税等合計 △28,496 △67,453

四半期純損失（△） △66,040 △137,406



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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損失（△） △94,536 △204,860

減価償却費 50,996 52,237

のれん償却額 7,453 7,453

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,480 △5,868

賞与引当金の増減額（△は減少） 72,100 △94,951

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,300 △18,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,061 △18,271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,030 △12,545

受取利息及び受取配当金 △51,686 △2,470

支払利息 3,345 2,901

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,258

売上債権の増減額（△は増加） 1,875,059 2,041,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △386,225 △188,349

仕入債務の増減額（△は減少） △680,544 △1,592,750

未成工事受入金の増減額（△は減少） △18,951 70,550

その他 △140,842 146,219

小計 633,439 188,767

利息及び配当金の受取額 51,686 2,368

利息の支払額 △2,351 △2,557

法人税等の支払額 △146,442 △227,848

営業活動によるキャッシュ・フロー 536,332 △39,269

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 △91,677 △9,141

有形固定資産の売却による収入 1,882 112

投資有価証券の取得による支出 △3,095 △2,529

関係会社株式の取得による支出 △11,772 －

その他 △15,243 △804

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,905 △12,362

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △100,000

長期借入金の返済による支出 △11,249 △11,249

自己株式の取得による支出 △366 －

配当金の支払額 △77,552 △61,710

その他 △6,782 △10,596

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,950 △183,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 320,476 △235,188

現金及び現金同等物の期首残高 2,493,501 4,174,755

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△86,726 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,727,251 3,939,566



 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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