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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,274 13.8 △361 ― △349 ― △213 ―

23年3月期第1四半期 1,119 13.0 △308 ― △298 ― △176 ―

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

24年3月期第1四半期 △41.21 ―

23年3月期第1四半期 △34.15 ―

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

24年3月期第1四半期 7,164 4,783 66.8 925.06
23年3月期 8,082 5,156 63.8 997.01

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,783百万円 23年3月期  5,156百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 24.00 24.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 2,700 △6.4 △490 ― △470 ― △280 ― △54.14

通期 10,200 10.6 530 56.5 560 49.4 310 60.1 59.94



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,205,000 株 23年3月期 5,205,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 33,537 株 23年3月期 33,508 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,171,478 株 23年3月期1Q 5,172,462 株

※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きの対象外であり、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き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、添付資
料２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報････････････････････････････････････････････････････････････２ 

（１）経営成績に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････････････２ 

（２）財政状態に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････････････２ 

（３）業績予想に関する定性的情報･･････････････････････････････････････････････････････････････２ 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項････････････････････････････････････････････････････････２ 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用･･････････････････････････････････････････････２ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示････････････････････････････････････････２ 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要････････････････････････････････････････････････････２ 

 

４．四半期財務諸表････････････････････････････････････････････････････････････････････････････３ 

（１）四半期貸借対照表････････････････････････････････････････････････････････････････････････３ 

（２）四半期損益計算書････････････････････････････････････････････････････････････････････････５ 

（３）継続企業の前提に関する注記･･････････････････････････････････････････････････････････････６ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記････････････････････････････････････････････６ 

 

５．補足情報･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････７ 

 四半期受注・売上・受注残高内訳表････････････････････････････････････････････････････････････７ 

 



   
 

 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における当社の状況につきましては、3月に発生した東日本大震災のあと受

注が落ち込む厳しい事業環境にありましたが、民間を中心に設備の復旧が急速に進み、また、繰延

べ大型案件が出件されるなど一部に持ち直しの動きがみられました。一方、公共事業費につきまし

ては、補正予算の成立や被災地への傾斜配分が決定されましたものの、具体的な動きにはつながっ

ておらず、低調に推移いたしました。 

このような状況のなか、当社は、震災からの復旧・復興の要請に迅速に対応し、また、引き続き

調査業務、提案営業の強化を通じて新規需要の掘り起こしに努めました結果、当第１四半期累計期

間の受注高は前年同期に比べ 299 百万円減少の 1,427 百万円となりましたが、売上高は同 154 百万

円増収の 1,274 百万円となりました。 

 損益面では、売上高が第４四半期に偏る事業特性及び利益率の低い工事の集中などにより四半期

経常損失は 349 百万円（前年同期比 51 百万円減益）となり、特別損益及び法人税等控除後の四半期

純損失は 213 百万円（同 36 百万円減益）となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 917 百万円減の 7,164 百万円とな

りました。主な減少要因は完成工事未収入金及び売掛金の減 2,220 百万円、現金預金の減 103 百万

円であり、主な増加要因は関係会社預け金の増 805 百万円、未成工事支出金の増 187 百万円、受取

手形の増 182 百万円並びに繰延税金資産の増 145 百万円であります。 

 負債につきましては、同 545 百万円減の 2,380 百万円となりました。主な減少要因は支払手形及

び工事未払金の減 486 百万円、賞与引当金の減 124 百万円であります。 

 純資産につきましては、同 372 百万円減の 4,783 百万円となりました。これは主に四半期純損失

213 百万円と支払配当金 155 百万円による利益剰余金の減 368 百万円によるものであります。 

 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年 5月 9日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する情報 

（１） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用につきましては、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

なお、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

 

３．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。 



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 468,407 365,087

受取手形 454,188 636,622

完成工事未収入金 3,591,468 1,531,129

売掛金 534,604 374,044

商品及び製品 235,681 297,059

未成工事支出金 72,503 260,168

材料貯蔵品 55,558 70,265

繰延税金資産 144,149 286,567

関係会社預け金 1,520,300 2,325,698

その他 61,591 55,722

貸倒引当金 △43,062 △23,895

流動資産合計 7,095,391 6,178,470

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 222,055 219,639

その他（純額） 227,042 231,349

有形固定資産合計 449,097 450,989

無形固定資産 31,633 31,594

投資その他の資産   

繰延税金資産 288,403 291,025

その他 230,037 223,821

貸倒引当金 △12,165 △11,240

投資その他の資産合計 506,275 503,606

固定資産合計 987,006 986,190

資産合計 8,082,398 7,164,660

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,007,986 890,520

工事未払金 629,952 261,155

未成工事受入金 9,402 26,904

完成工事補償引当金 9,972 10,000

工事損失引当金 31,837 48,551

賞与引当金 234,000 110,000

役員賞与引当金 27,000 －

その他 319,696 399,900

流動負債合計 2,269,847 1,747,033

固定負債   

退職給付引当金 594,603 581,329



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

役員退職慰労引当金 37,150 26,932

資産除去債務 24,782 25,474

固定負債合計 656,535 633,736

負債合計 2,926,383 2,380,769

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,350 866,350

資本剰余金 753,385 753,385

利益剰余金 3,542,931 3,174,646

自己株式 △17,434 △17,451

株主資本合計 5,145,231 4,776,929

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,783 6,961

評価・換算差額等合計 10,783 6,961

純資産合計 5,156,014 4,783,890

負債純資産合計 8,082,398 7,164,660



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高   

完成工事高 821,667 931,713

製品等売上高 297,963 342,587

売上高合計 1,119,630 1,274,300

売上原価   

完成工事原価 844,188 1,023,614

製品等売上原価 169,205 199,487

売上原価合計 1,013,393 1,223,102

売上総利益   

完成工事総損失（△） △22,521 △91,901

製品等売上総利益 128,758 143,100

売上総利益合計 106,237 51,198

販売費及び一般管理費 414,630 412,370

営業損失（△） △308,393 △361,171

営業外収益   

受取利息 6,142 5,684

その他 3,341 5,500

営業外収益合計 9,483 11,185

営業外費用   

営業外費用合計 54 9

経常損失（△） △298,964 △349,995

特別利益   

貸倒引当金戻入額 24,950 －

特別利益合計 24,950 －

特別損失   

固定資産除却損 509 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,767 －

特別損失合計 15,277 10

税引前四半期純損失（△） △289,291 △350,006

法人税、住民税及び事業税 △112,663 △136,866

法人税等合計 △112,663 △136,866

四半期純損失（△） △176,628 △213,140



   
 

 

 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 



５．補足情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 1,389,385 80.5 1,044,556 73.2 △ 344,829 7,844,189 82.5

製品等販売部門 336,878 19.5 382,445 26.8 45,567 1,661,855 17.5

1,726,264 100.0 1,427,002 100.0 △ 299,261 9,506,045 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 821,667 73.4 931,713 73.1 110,046 7,619,730 82.6

製品等販売部門 297,963 26.6 342,587 26.9 44,623 1,606,723 17.4

1,119,630 100.0 1,274,300 100.0 154,669 9,226,453 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 1,767,507 90.7 1,537,091 86.6 △ 230,415 1,424,248 87.8

製品等販売部門 181,873 9.3 237,949 13.4 56,076 198,091 12.2

1,949,380 100.0 1,775,041 100.0 △ 174,339 1,622,339 100.0合　　　　　　計

前第１四半期累計期間

（自　平成22年4月1日

　至　平成22年6月30日）

金　　　額 構成比

（自　平成22年4月1日

金　　　額

前第１四半期累計期間

合　　　　　　計

合　　　　　　計

　至　平成22年6月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成23年6月30日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成23年4月1日

金　　　額

　至　平成23年6月30日）

（自　平成22年4月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第１四半期累計期間

（自　平成23年4月1日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

金　　　額

（平成23年3月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成23年3月31日）

（自　平成22年4月１日

　至　平成23年3月31日）

当第１四半期累計期間

（平成22年6月30日） （平成23年6月30日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比
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