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

22年3月期第1四半期 5,609 12.1 △279 ― △98 ― △74 ―
21年3月期第1四半期 5,002 ― △206 ― 233 ― 108 ―

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1四半期 △3.47 ―
21年3月期第1四半期 4.72 ―

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1四半期 44,659 29,159 65.3 1,360.90
21年3月期 42,293 29,226 69.1 1,363.88

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  29,159百万円 21年3月期  29,226百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 10.00 10.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

14,000 10.6 200 ― 400 21.8 200 62.3 9.33

通期 30,000 △12.7 400 △32.9 800 △0.9 400 18.5 18.67
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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  
〔（注）詳細は、５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） 

〔（注）詳細は、５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 
上記予想は、本資料発表日現在の見通し、計画に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性がありま
す。 

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1四半期 23,805,000株 21年3月期  23,805,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,378,099株 21年3月期  2,375,718株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 21,427,724株 21年3月期第1四半期 22,955,314株
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(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

（参考）個別業績予想

平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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２四半期累計期間 12,000 0.1 100 409.9 300 0.6 150 55.1 7.00

通期 26,000 △20.0 200 △65.5 600 △22.0 300 △13.8 14.00
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的に波及した金融危機の影響が依然として残

り、企業業績は回復の兆しが見えず、また、雇用・所得環境も厳しさを増すなかで個人消費の減少が続

くなど、景気の動向は低調なまま推移いたしました。 

 建設業界におきましては、公共投資の補正予算効果に期待感が持たれますが、民間投資は企業設備投

資の抑制が続き、厳しい状況となりました。 

このような経営環境のもと、当社グループは提案型営業活動を積極的に推進し、施工能力に見あう受

注量の確保や施工体制の効率化を図るなどの諸施策に注力してまいりました。 

 このような結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高98億81百万円、売上高56億９百万円と

なりました。収益面では工事採算等の低下により、営業損失２億79百万円、経常損失98百万円、四半期

純損失74百万円を計上する結果となりました。 

  

（資産、負債および純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ23億66百万円増加し、446億

59百万円となりました。主な要因は、現金預金が19億66百万円増加し、未成工事支出金が13億17百万円

増加したことなどによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億33百万円増加し、155億円となりました。主な要因は、未

成工事受入金が28億54百万円増加しましたが、支払手形・工事未払金等が３億37百万円減少したことな

どによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、291億59百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の減少２億88百万円、その他有価証券評価差額金が２億１百万円増加したことなどによ

るものです。 

  

今後の見通しといたしましては、国内景気の動向は減速傾向が続くと予想されますが、輸出や生産に

一部明るい兆しが見えてくるものと思われます。 

このような状況を踏まえ、第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、平成21年５月

19日に公表いたしました業績予想と変更はありません。 

  

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
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該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②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。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

①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、請負金額15億円以上かつ工期１年超の工事につい

ては工事進行基準を、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、売上高は443百万円、売上総利益は62百万円それぞれ増加し、また、営業損失は62百万

円、経常損失は62百万円及び税金等調整前四半期純損失は62百万円それぞれ減少しております。 

  
  

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 12,340,602 10,374,443

受取手形・完成工事未収入金等 11,915,516 11,977,033

有価証券 799,634 1,299,479

未成工事支出金 5,345,746 4,028,201

その他 1,207,558 1,462,701

貸倒引当金 △49,404 △49,225

流動資産合計 31,559,652 29,092,633

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,772,432 3,772,432

その他（純額） 1,935,320 1,954,728

有形固定資産合計 5,707,752 5,727,160

無形固定資産 82,052 72,644

投資その他の資産   

投資有価証券 3,048,521 3,026,459

投資不動産（純額） 3,671,490 3,681,343

その他 1,097,448 1,200,587

貸倒引当金 △507,000 △507,000

投資その他の資産合計 7,310,461 7,401,389

固定資産合計 13,100,265 13,201,194

資産合計 44,659,918 42,293,828

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,731,737 8,068,872

短期借入金 223,884 237,640

未払法人税等 27,687 372,818

未成工事受入金 5,774,920 2,920,910

引当金 33,000 33,000

その他 832,915 773,569

流動負債合計 14,624,146 12,406,811

固定負債   

役員退職慰労引当金 259,684 254,999

その他 616,196 405,054

固定負債合計 875,880 660,053

負債合計 15,500,027 13,066,865
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,002

利益剰余金 26,495,192 26,783,749

自己株式 △948,181 △947,409

株主資本合計 28,744,262 29,033,592

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 377,411 176,044

為替換算調整勘定 38,217 17,326

評価・換算差額等合計 415,628 193,370

純資産合計 29,159,891 29,226,962

負債純資産合計 44,659,918 42,293,828
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(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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 5,002,710 5,609,131

売上原価 4,441,486 5,022,510

売上総利益 561,224 586,621

販売費及び一般管理費 767,831 865,748

営業損失（△） △206,606 △279,127

営業外収益   

受取利息 7,355 4,895

受取配当金 32,962 22,595

受取地代家賃 111,413 110,391

為替差益 271,012 49,391

持分法による投資利益 35,414 －

その他 31,931 46,739

営業外収益合計 490,090 234,014

営業外費用   

支払利息 6,088 2,833

不動産賃貸費用 25,264 30,117

持分法による投資損失 － 5,680

その他 18,335 14,649

営業外費用合計 49,688 53,279

経常利益又は経常損失（△） 233,795 △98,393

特別利益   

その他 8,464 －

特別利益合計 8,464 －

特別損失   

その他 521 573

特別損失合計 521 573

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

241,738 △98,966

法人税等 133,286 △24,702

四半期純利益又は四半期純損失（△） 108,451 △74,264
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

 (1) 連結受注実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

 (2) 連結売上実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

  

(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

6. 平成22年３月期第１四半期の受注及び販売の実績

区分

当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)

前年同四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 7,744,080 78.4 11,187,364 87.0 △ 3,443,284 △ 30.8

電力工事 1,681,776 17.0 878,104 6.8 803,671 91.5

空調給排水工事 246,953 2.5 600,330 4.7 △ 353,377 △ 58.9

機器製作 208,887 2.1 196,747 1.5 12,140 6.2

合計 9,881,697 100.0 12,862,547 100.0 △ 2,980,849 △ 23.2

区分

当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)

前年同四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 4,383,661 78.1 3,572,974 71.4 810,687 22.7

電力工事 976,851 17.4 886,269 17.7 90,581 10.2

空調給排水工事 105,168 1.9 422,700 8.5 △ 317,532 △ 75.1

機器製作 143,450 2.6 120,766 2.4 22,684 18.8

合計 5,609,131 100.0 5,002,710 100.0 606,420 12.1
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