
  

１．平成24年３月期第３四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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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 ％ 

24年３月期第３四半期  37,504  5.2  △211  －  549  △63.6  69  △93.0

23年３月期第３四半期  35,637  △9.9  542  －  1,510  57.7  1,000  67.2

（注）  包括利益 24年３月期第３四半期 △405百万円 ( ％)－ 23年３月期第３四半期 813百万円 ( ％)－

  
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３四半期     2    18  2  18

23年３月期第３四半期  30  77  30  70

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期  66,590  51,152  74.4

23年３月期  76,764  53,187  67.3

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 49,528百万円 23年３月期 51,652百万円 

  
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 

23年３月期  －        7 50 －      24 00  31  50

24年３月期  －        15 00 －              

24年３月期（予想）             15 00  30  00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  64,000  9.8  2,500  △2.0  3,800  △10.9  2,400  △20.4  74  79

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

  

  

（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予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しており、

実際の業績は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は2ページを参照し

てください。 

  

（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

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３Ｑ 34,000,309株 23年３月期 34,000,309株

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 2,393,046株 23年３月期 1,912,241株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 31,860,302株 23年３月期３Ｑ 32,518,433株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から復興に向けて緩

やかな回復の動きが見られたものの、円高の長期化、欧州の金融不安がもたらす世界的な景気減速もあり、先行き

は依然として不透明な状況で推移いたしました。 

  建設業界におきましては、一部に震災後停止していた工事の再開や震災復旧関連工事の発注が見られるものの、

民間投資、公共投資ともに依然として低調に推移しており、引き続き厳しい経営環境で推移いたしました。 

  このような状況のもとで当社グループは、収益性を維持しつつ、お客様の量的拡大に注力し、積極的な事業活動

に取り組んでまいりました結果、受注工事高につきましては、 億 百万円となりました。 

  売上高につきましては、 億 百万円（前第３四半期連結累計期間比 ％増）となりました。 

  利益につきましては、原価低減の継続実施等を行ったものの、営業損失は 億 百万円（前第３四半期連結累計

期間 営業利益5億42百万円）、経常利益は 億 百万円（前第３四半期連結累計期間比 %減）となりました。ま

た、四半期純利益は 百万円（前第３四半期連結累計期間比 %減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

  当第３四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、 億 百万円（前連結会計年度末比 億 百

万円減）となりました。その内訳は、流動資産 億 百万円（前連結会計年度末比 億 百万円減）、固定資産

億 百万円（前連結会計年度末比 億 百万円増）であります。 

  総資産減少の主な要因は、前連結会計年度末より、投資有価証券が 億 百万円増加したものの、現金及び預金

が 億 百万円、受取手形・完成工事未収入金等が 億 百万円それぞれ減少したためであります。 

（負債） 

  当第３四半期連結会計期間末における当社グループの負債総額は、 億 百万円（前連結会計年度末比 億

百万円減）となりました。 

  負債減少の主な要因は、前連結会計年度末より、支払手形・工事未払金等が 億 百万円、未払法人税等が 億

百万円それぞれ減少したためであります。 

（純資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における当社グループの純資産は、前連結会計年度末より利益剰余金が 億 百万

円、その他有価証券評価差額金が 億 百万円それぞれ減少したこと等により、 億 百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表したとおり変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,282 7,954

受取手形・完成工事未収入金等 24,668 17,580

有価証券 3,134 3,792

未成工事支出金等 1,212 1,484

その他 1,386 1,929

貸倒引当金 △56 △42

流動資産合計 43,626 32,699

固定資産   

有形固定資産 591 530

無形固定資産 631 508

投資その他の資産   

投資有価証券 24,173 25,523

その他 7,823 7,412

貸倒引当金 △83 △84

投資その他の資産合計 31,914 32,852

固定資産合計 33,138 33,890

資産合計 76,764 66,590
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 17,566 11,772

短期借入金 780 780

未払法人税等 1,411 57

未成工事受入金 206 261

賞与引当金 1,112 408

完成工事補償引当金 38 40

工事損失引当金 789 597

その他 1,078 1,061

流動負債合計 22,984 14,978

固定負債   

退職給付引当金 446 344

役員退職慰労引当金 33 35

その他 112 79

固定負債合計 592 459

負債合計 23,577 15,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,753 5,753

資本剰余金 5,931 5,931

利益剰余金 40,232 39,047

自己株式 △1,358 △1,750

株主資本合計 50,559 48,982

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,092 545

その他の包括利益累計額合計 1,092 545

新株予約権 56 79

少数株主持分 1,478 1,544

純資産合計 53,187 51,152

負債純資産合計 76,764 66,590
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 35,637 37,504

売上原価 30,016 32,767

売上総利益 5,620 4,736

販売費及び一般管理費 5,078 4,947

営業利益又は営業損失（△） 542 △211

営業外収益   

受取利息 98 92

受取配当金 141 207

持分法による投資利益 574 318

その他 175 154

営業外収益合計 989 774

営業外費用   

支払利息 9 8

その他 12 4

営業外費用合計 22 13

経常利益 1,510 549

特別利益   

投資有価証券売却益 － 24

投資有価証券償還益 － 181

ゴルフ会員権売却益 7 －

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 26 205

特別損失   

投資有価証券評価損 47 262

ゴルフ会員権評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12 －

特別損失合計 60 263

税金等調整前四半期純利益 1,476 492

法人税、住民税及び事業税 107 93

法人税等調整額 315 254

法人税等合計 422 348

少数株主損益調整前四半期純利益 1,053 143

少数株主利益 52 74

四半期純利益 1,000 69
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,053 143

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △219 △485

持分法適用会社に対する持分相当額 △19 △63

その他の包括利益合計 △239 △548

四半期包括利益 813 △405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 780 △477

少数株主に係る四半期包括利益 33 72

日比谷総合設備㈱（1982） 平成24年３月期 第３四半期決算短信

－6－



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
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