
  

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） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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  1,888  △17.6  △669  －  △655  －  △393  －

22年３月期第１四半期  2,292  4.3  △424  －  △418  －  △244  －

  
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  △48  03       －

22年３月期第１四半期  △29  86       －

  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  18,172  11,262  62.0  1,374  04

22年３月期  19,490  11,910  61.1  1,453  19

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 11,262百万円 22年３月期 11,910百万円

  
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 

22年３月期  －       5 00 －     29 00  34  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  5 00 －     25 00  30  00

  （％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）  7,400  32.5  △650  －  △630  －  △390  －  △47  58

通期  22,000  2.3  1,400  △14.5  1,450  △13.0  820  △12.3  100  04



４．その他 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

詳細は、２ページ「１．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」をご覧ください。 

（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 

詳細は、２ページ「１．その他の情報(２)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要」をご覧ください。

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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報告書の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報告書のレビュー手続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 

平成23年３月期の業績予想は、「平成22年３月期 決算短信（非連結）」（平成22年５月12日付）において公表し

た金額より変更しておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、当社は通常の事業の形態

として、売上高及び利益の計上が第４四半期に集中いたしますので、第１四半期から第３四半期までの各四半期の業

績は、営業損失、経常損失及び四半期純損失となることが常態であります。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,197,500株 22年３月期 8,197,500株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,166株 22年３月期 1,111株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,196,359株 22年３月期１Ｑ 8,196,389株
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、

前事業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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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）及 

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、これによる損益への影響はありません。 

  

１．その他の情報
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２．四半期財務諸表 
（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 2,698,607 2,655,441

受取手形・完成工事未収入金等 3,560,816 6,989,150

有価証券 2,100,249 2,330,736

未成工事支出金 5,219,154 3,425,492

商品 14,556 14,294

材料貯蔵品 8,742 6,876

その他 867,287 518,321

貸倒引当金 △15,336 △20,481

流動資産合計 14,454,077 15,919,832

固定資産   

有形固定資産 912,335 906,414

無形固定資産 325,267 276,093

投資その他の資産 2,480,555 2,387,978

固定資産合計 3,718,159 3,570,486

資産合計 18,172,236 19,490,319

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,062,533 3,664,099

未払費用 575,163 926,425

未払法人税等 2,453 523,366

未成工事受入金 2,316,308 1,405,454

完成工事補償引当金 21,145 14,999

工事損失引当金 116,027 83,073

その他 212,998 383,069

流動負債合計 6,306,631 7,000,489

固定負債   

退職給付引当金 395,745 385,312

役員退職慰労引当金 207,799 193,618

固定負債合計 603,544 578,930

負債合計 6,910,176 7,579,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 470,494 470,494

資本剰余金 316,244 316,244

利益剰余金 10,500,962 11,132,301

自己株式 △802 △765

株主資本合計 11,286,899 11,918,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,838 △7,376

評価・換算差額等合計 △24,838 △7,376

純資産合計 11,262,060 11,910,899

負債純資産合計 18,172,236 19,490,319
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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) 

売上高   

完成工事高 2,146,896 1,751,206

商品売上高 145,389 136,978

売上高合計 2,292,286 1,888,185

売上原価   

完成工事原価 1,493,687 1,348,554

商品売上原価 102,113 95,946

売上原価合計 1,595,801 1,444,501

売上総利益 696,485 443,683

販売費及び一般管理費 1,121,164 1,113,265

営業損失（△） △424,678 △669,581

営業外収益   

受取利息 6,265 4,846

受取配当金 7,680 7,395

その他 4,029 5,762

営業外収益合計 17,975 18,004

営業外費用   

デリバティブ評価損 9,507 4,022

売上割引 18 70

その他 1,903 249

営業外費用合計 11,428 4,342

経常損失（△） △418,132 △655,919

特別利益   

固定資産売却益 116 －

貸倒引当金戻入額 8,408 5,152

特別利益合計 8,524 5,152

特別損失   

固定資産除却損 231 631

特別損失合計 231 631

税引前四半期純損失（△） △409,839 △651,398

法人税、住民税及び事業税 1,900 1,900

法人税等調整額 △167,026 △259,654

法人税等合計 △165,126 △257,754

四半期純損失（△） △244,713 △393,643
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △409,839 △651,398

減価償却費 56,334 45,119

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

26,717 24,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,254 △5,152

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 195 6,145

工事損失引当金の増減額（△は減少） △25,728 32,953

受取利息及び受取配当金 △13,945 △12,241

デリバティブ評価損益（△は益） 9,507 4,022

売上債権の増減額（△は増加） 3,912,874 3,428,340

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,560,624 △1,793,661

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,711 △2,127

仕入債務の増減額（△は減少） △1,264,090 △696,483

未成工事受入金の増減額（△は減少） 646,572 911,150

未払消費税等の増減額（△は減少） △355,727 △389,924

その他 △501,196 △241,438

小計 510,084 659,918

利息及び配当金の受取額 24,608 15,626

法人税等の支払額 △971,301 △501,707

営業活動によるキャッシュ・フロー △436,608 173,837

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 230,000

有形固定資産の取得による支出 △11,905 △6,266

無形固定資産の取得による支出 △22,274 △11,307

投資有価証券の取得による支出 △53,267 △103,268

投資有価証券の償還による収入 450 525

その他 △4,791 △1,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,789 108,034

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △640 △640

自己株式の取得による支出 － △37

配当金の支払額 △368,877 △238,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △369,517 △238,713

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △897,915 43,158

現金及び現金同等物の期首残高 4,258,535 4,655,036

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,360,619 4,698,194
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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