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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

 
23年３月期第１四半期

3,241 11.9 18 △44.2 36 △28.7 0 △98.0

22年３月期第１四半期 2,897 △23.4 33 △33.8 51 23.7 38 13.0

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 0.06 ―

22年３月期第１四半期 3.18 ―

 (2) 財政状態

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 11,406 3,044 26.7 254.27

22年３月期 12,608 3,086 24.5 257.68

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 3,044百万円 22年３月期 3,086百万円

2. 配当の状況

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ― ― ― ―

3. 平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23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)

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) 9,500 36.3 75 △48.0 65 △56.2 50 △69.0 4.18

通期 20,000 18.7 380 △2.7 330 △10.6 300 △1.1 25.05



 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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。 

・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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年３月期１Ｑ 12,000,000株 22年３月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 24,805株 22年３月期 24,065株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,975,288株 22年３月期１Ｑ 11,976,926株

(注意事項)
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、一部に景気持ち直しの兆しがみられるものの、厳しい

雇用情勢や円高・デフレの進行など、引き続き厳しい状況で推移しました。 

このような状況のなかで、当社は、黒字安定経営継続のための受注目標達成等の目標に向け、事業活

動を展開してまいりました。 

その結果、第１四半期会計期間の経営成績は、完成工事高32億41百万円（前年同期比11.9％増）とな

りました。損益面では、完成工事高の増加はあったものの、利益率の薄い工事の完成が多かったため、

営業利益は18百万円（前年同期比44.2％減）、経常利益は36百万円（前年同期比28.7％減）となり、特

別損失として投資有価証券評価損を計上したことにより四半期純利益は0百万円（前年同期比98.0％

減）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ12億1百万円減少し114億6百万円と

なりました。主な減少理由は、完成工事未収入金の減少によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ11億60百万円減少し83億61百万円となりました。主な減少理由は、

工事未払金の減少によるものであります。 

純資産は、四半期純利益の計上等により前事業年度末に比べ41百万円減少し、30億44百万円となりま

した。 

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年４月28日の決算発表時に公表しました業績予想

に変更はありません。 

  

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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 

税金費用の計算 

当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を採用しております。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「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)および「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。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,101,089 1,224,469

受取手形 1,613,318 942,203

完成工事未収入金 3,216,802 4,906,192

未成工事支出金 1,846,204 1,505,204

その他 61,676 455,464

貸倒引当金 △53,200 △68,500

流動資産合計 7,785,891 8,965,035

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,359,258 1,377,195

土地 1,720,934 1,721,349

その他（純額） 64,009 52,798

有形固定資産計 3,144,202 3,151,344

無形固定資産 103,238 81,979

投資その他の資産

その他 769,728 808,738

貸倒引当金 △396,118 △398,636

投資その他の資産計 373,609 410,102

固定資産合計 3,621,049 3,643,426

資産合計 11,406,941 12,608,461

負債の部

流動負債

支払手形 2,243,953 2,078,085

工事未払金 1,983,708 2,821,477

短期借入金 812,000 1,232,000

未払法人税等 9,533 31,770

未払消費税等 19,571 100,363

未成工事受入金 1,759,217 1,300,312

役員賞与引当金 － 6,410

賞与引当金 70,356 139,027

完成工事補償引当金 58,784 62,025

工事損失引当金 65,573 167,373

その他 430,884 693,671

流動負債合計 7,453,582 8,632,516

固定負債

退職給付引当金 793,305 804,034

環境対策引当金 9,203 9,383

その他 105,875 76,515

固定負債合計 908,385 889,933

負債合計 8,361,968 9,522,449
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,581,000 1,581,000

資本剰余金 395,250 395,250

利益剰余金 1,055,005 1,090,177

自己株式 △5,461 △5,381

株主資本合計 3,025,794 3,061,046

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 19,178 24,965

評価・換算差額等合計 19,178 24,965

純資産合計 3,044,972 3,086,011

負債純資産合計 11,406,941 12,608,461
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(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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

完成工事高 2,897,468 3,241,156

完成工事原価 2,550,791 2,903,078

完成工事総利益 346,677 338,078

販売費及び一般管理費 313,310 319,471

営業利益 33,366 18,606

営業外収益

受取配当金 2,390 2,274

貸倒引当金戻入額 29,121 17,817

その他 633 12,230

営業外収益合計 32,146 32,322

営業外費用

支払利息 9,862 8,429

ゴルフ会員権評価損 － 3,600

その他 4,588 2,518

営業外費用合計 14,451 14,547

経常利益 51,061 36,382

特別損失

減損損失 5,109 －

投資有価証券評価損 － 29,262

特別損失合計 5,109 29,262

税引前四半期純利益 45,952 7,119

法人税等 7,808 6,363

四半期純利益 38,144 756
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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
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