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

24年3月期第1四半期 10,650 △8.3 △1,427 ― △1,332 ― △824 ―

23年3月期第1四半期 11,620 △21.4 △1,485 ― △1,375 ― △619 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △941百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △936百万円 （―％）

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 △32.67 ―

23年3月期第1四半期 △24.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 55,169 26,052 47.2
23年3月期 67,372 27,184 40.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  26,052百万円 23年3月期  27,184百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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) 30,000 2.6 △1,300 ― △1,300 ― △800 ― △31.69

通期 80,000 7.6 1,600 112.4 1,600 66.2 700 7.2 27.73



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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いません。 

※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
P.2「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 25,282,225 株 23年3月期 25,282,225 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 34,679 株 23年3月期 34,533 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 25,247,597 株 23年3月期1Q 25,250,959 株
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 当第１四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災後の復興整備が進んでいるものの、電力
供給不足が設備投資や個人消費などに多大な影響を与え、先行き不透明感が依然として存在しておりま
す。 
 建設業界におきましても、民間設備投資や公共投資の本格回復には時間を要すものと思われ、依然とし
て厳しい事業環境にあります。  

  

 こうした環境の中で、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高
106億5千万円（前年同四半期比8.3％減）、営業損失14億2千7百万円（前年同期 営業損失14億8千5百万
円）、経常損失13億3千2百万円（前年同期 経常損失13億7千5百万円）、四半期純損失8億2千4百万円（前
年同期 四半期純損失6億1千9百万円）となりました。また、受注高につきましては、160億4千6百万円
（前年同四半期比17.6％増）となりました。 

  

 当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強く、一
方で、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るという季節的
変動があります。 

  

  

  

 当第１四半期連結会計期間における総資産は、551億6千9百万円となり、前連結会計年度に比べ122億2
百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少127億3千8百万円でありま
す。 
 負債は、291億1千6百万円となり、前連結会計年度に比べ110億7千1百万円減少しております。主な要因
は、支払手形・工事未払金の減少53億5千2百万円と、短期借入金の減少56億7千2百万円であります。 
 純資産は、260億5千2百万円となり、前連結会計年度に比べ11億3千1百万円減少しております。主な要
因は、利益剰余金の減少10億1千4百万円と、その他有価証券評価差額金の減少1億4千1百万円でありま
す。 

  

  

  

  平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表しました「平成23年３月期 
決算短信」における業績予想に変更はありません。 

  

  

      該当事項はありません。 

  

      該当事項はありません。 

  

      該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,765 4,200

受取手形・完成工事未収入金 37,966 25,227

有価証券 1,002 500

未成工事支出金 984 2,374

その他のたな卸資産 12 75

繰延税金資産 1,358 1,912

その他 1,880 1,622

貸倒引当金 △198 △130

流動資産合計 47,772 35,782

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,463 2,426

その他（純額） 896 886

有形固定資産合計 3,359 3,312

無形固定資産 384 354

投資その他の資産   

投資有価証券 12,400 12,174

繰延税金資産 486 561

その他 4,167 4,182

貸倒引当金 △1,197 △1,199

投資その他の資産合計 15,855 15,719

固定資産合計 19,599 19,387

資産合計 67,372 55,169
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 26,260 20,908

短期借入金 6,700 1,027

未払法人税等 271 21

未成工事受入金 1,477 1,733

工事損失引当金 1,251 1,490

引当金 117 73

その他 1,918 1,759

流動負債合計 37,997 27,014

固定負債   

長期借入金 825 810

退職給付引当金 1,217 1,157

その他 147 134

固定負債合計 2,190 2,101

負債合計 40,188 29,116

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 14,437 13,422

自己株式 △22 △22

株主資本合計 26,461 25,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 858 716

為替換算調整勘定 △135 △111

その他の包括利益累計額合計 722 605

純資産合計 27,184 26,052

負債純資産合計 67,372 55,169
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第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) 

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

完成工事高 11,620 10,650

完成工事原価 11,525 10,711

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 95 △60

販売費及び一般管理費 1,580 1,366

営業損失（△） △1,485 △1,427

営業外収益   

受取利息 15 8

受取配当金 86 105

その他 58 5

営業外収益合計 161 118

営業外費用   

支払利息 7 6

為替差損 41 15

その他 2 1

営業外費用合計 50 23

経常損失（△） △1,375 △1,332

特別利益   

固定資産売却益 － 7

投資有価証券売却益 － 6

投資有価証券割当益 108 －

貸倒引当金戻入額 77 －

特別利益合計 185 14

特別損失   

固定資産除却損 0 1

賃貸借契約解約損 － 21

減損損失 5 －

災害損失 － 9

特別損失合計 5 32

税金等調整前四半期純損失（△） △1,195 △1,350

法人税、住民税及び事業税 12 21

法人税等調整額 △588 △547

法人税等合計 △575 △525

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △619 △824

四半期純損失（△） △619 △824
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第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) 

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △619 △824

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △326 △141

為替換算調整勘定 9 24

その他の包括利益合計 △317 △116

四半期包括利益 △936 △941

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △936 △941
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      該当事項はありません。 

  

      該当事項はありません。 

  

  

  

 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

    平成24年３月期第１四半期受注の概況

区分

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自平成23年４月１日 
 至平成23年６月30日) 増減 

（百万円）
増減率

金額 
（百万円）

構成比
金額

（百万円）
構成比

一般空調工事 12,422 91.0 % 15,242 95.0 % 2,820 22.7 %

（うち海外） (345) (2.5) (599) (3.7) (253) (73.6)

原子力施設空調工事 1,225 9.0 803 5.0 △422 △34.4 

合計 13,648 100.0 16,046 100.0 2,398 17.6
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