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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,737  △11.5  △117  －  △97  －  △75  －

22年３月期第１四半期  3,092  △12.4  △59  －  △43  －  △42  －

  
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  △13  34  －      

22年３月期第１四半期  △7  57  －      

  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  14,820  8,256  55.0  1,436  79

22年３月期  15,498  8,419  53.6  1,465  14

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,148百万円 22年３月期 8,309百万円

  
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  －        0 00 －      13 00  13  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      13 00  13  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 無  

  （％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）  7,200  △4.9  40  △33.8  60  △32.1  20  56.4  3  53

通期  16,800  △2.2  610  △15.4  640  △16.9  340  △5.7  59  95

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 無  



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

新規      －社 （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

※  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判断した見通しであ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ

ります。 

 業績予想については、[添付資料]Ｐ．３（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有  

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 5,700,000株 22年３月期 5,700,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 28,805株 22年３月期 28,805株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,671,195株 22年３月期１Ｑ 5,671,198株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、新興国向け輸出の増加等により、一部業種の企業収益が改

善するなど持ち直しの動きが見られたものの、デフレの継続や失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況

で推移いたしました。  

 当社グループの事業に関連する建設業界は、企業の設備投資の抑制や公共投資の縮減等、厳しい状況が続いてお

ります。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループは首都圏営業の強化による受注拡大とコスト削減による利益

確保に重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は27億37百万円（前年同四半期比11.5％減）となりました。ま

た、利益面につきましては、売上高の減少等により、営業損失は１億17百万円（前年同四半期は営業損失59百万

円）、経常損失は97百万円（前年同四半期は経常損失43百万円）、四半期純損失は75百万円（前年同四半期は四半

期純損失42百万円）となりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、第２四半期連結会計期間及び連結会

計年度末である第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、また、利益につきましても、第２四半期

連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に偏重し、各四半期連結会計期間の業績には季節的変動があります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、設備投資の減少や住宅着工数の減少に伴う価格競争の激化等により、売上高

は14億58百万円、営業損失は68百万円となりました。 

 工事事業につきましては、新設工事は減少したものの、既設工事が増加したことにより、売上高は11億43百万

円、営業損失は19百万円となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は、29億75百万円となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は１億35百万円となり、営業利益は15百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状態  

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて６億78百万円減

少し148億20百万円、負債の部は５億15百万円減少し65億64百万円、純資産の部は１億62百万円減少し82億56百万

円となりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が３億51百万円、未成工事支出金が

４億39百万円それぞれ増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形

及び売掛金並びに営業未収入金の合計額が15億85百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が２億89百万円、未成工事受入金が２

億91百万円それぞれ増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及

び買掛金が７億37百万円、未払法人税等が２億84百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な減少要因といたしましては、利益剰余金が１億49百万円減少したことによるものであります。

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末と比べ３億62百万円増加し、34億40百万円（前年同四半期は27億10百万円）となりました。各キャッシ

ュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は１億81百万円（前年同四半期は３百万円の取得）となりました。収入の主な要因

といたしましては、売上債権の減少額15億85百万円、未成工事受入金の増加額２億91百万円等であり、支出の主な

要因といたしましては、税金等調整前四半期純損失１億１百万円、たな卸資産の増加額５億16百万円、仕入債務の

減少額７億37百万円及び法人税等の支払額２億96百万円等であります。 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は32百万円（前年同四半期比93.9％減）となりました。収入の主な要因といたしま

しては、定期預金の払戻による収入37百万円等であり、支出の主な要因といたしましては、定期預金の預入による

支出40百万円等であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は２億13百万円（前年同四半期比0.3％減）となりました。収入の主な要因といた

しましては、短期借入れによる収入５億25百万円であり、支出の主な要因といたしましては、短期借入金の返済に

よる支出２億35百万円、配当金の支払額70百万円等であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成22年５月14日に発表した公表数値に変更はあ

りません。 

 当社グループの工事事業における売上高は、第２四半期連結会計期間及び連結会計年度末である第４四半期連結

会計期間に完成する工事の割合が大きく、また、利益につきましても、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連

結会計期間に偏重することから、各四半期連結会計期間の業績には季節的変動があります。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理  

（たな卸資産の評価方法） 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。 

  

（表示方法の変更）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,142,658 3,790,982

受取手形及び売掛金 3,806,573 5,228,150

営業未収入金 1,270,654 1,434,601

有価証券 20,564 20,559

商品 358,595 294,066

未成工事支出金 1,484,056 1,044,587

原材料及び貯蔵品 27,614 14,895

繰延税金資産 179,467 133,377

その他 87,008 99,604

貸倒引当金 △17,008 △20,405

流動資産合計 11,360,186 12,040,421

固定資産   

有形固定資産 1,710,288 1,722,271

無形固定資産 46,145 49,014

投資その他の資産   

投資有価証券 603,165 625,219

その他 1,111,886 1,073,226

貸倒引当金 △10,944 △11,163

投資その他の資産合計 1,704,107 1,687,282

固定資産合計 3,460,541 3,458,568

資産合計 14,820,728 15,498,990



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,529,488 4,267,062

短期借入金 1,435,195 1,145,450

未払法人税等 20,329 304,756

未成工事受入金 714,626 423,594

賞与引当金 124,595 203,536

役員賞与引当金 6,750 32,590

完成工事補償引当金 14,735 17,195

工事損失引当金 30,100 －

その他 259,825 239,695

流動負債合計 6,135,643 6,633,879

固定負債   

繰延税金負債 84,496 87,144

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

役員退職慰労引当金 134,142 149,370

負ののれん 2,331 3,109

その他 56,717 55,322

固定負債合計 428,676 445,934

負債合計 6,564,320 7,079,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 7,358,775 7,508,394

自己株式 △7,070 △7,070

株主資本合計 8,476,104 8,625,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,672 69,812

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

評価・換算差額等合計 △327,791 △316,652

少数株主持分 108,094 110,104

純資産合計 8,256,407 8,419,176

負債純資産合計 14,820,728 15,498,990



（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 3,092,587 2,737,474

売上原価 2,517,050 2,255,511

売上総利益 575,537 481,962

販売費及び一般管理費 635,029 599,014

営業損失（△） △59,491 △117,051

営業外収益   

受取配当金 9,122 9,590

受取賃貸料 6,675 6,349

負ののれん償却額 777 777

持分法による投資利益 － 1,954

その他 6,950 8,566

営業外収益合計 23,525 27,238

営業外費用   

支払利息 5,121 4,350

持分法による投資損失 87 －

その他 2,167 3,415

営業外費用合計 7,375 7,766

経常損失（△） △43,341 △97,579

特別利益   

固定資産売却益 17 －

貸倒引当金戻入額 － 3,616

特別利益合計 17 3,616

特別損失   

固定資産売却損 689 －

固定資産除却損 604 295

投資有価証券評価損 254 6,216

会員権評価損 335 900

特別損失合計 1,883 7,411

税金等調整前四半期純損失（△） △45,207 △101,374

法人税、住民税及び事業税 17,784 19,311

法人税等調整額 △21,514 △44,270

法人税等合計 △3,729 △24,959

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △76,415

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,444 △748

四半期純損失（△） △42,921 △75,666



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △45,207 △101,374

減価償却費 21,977 22,675

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,615 △3,616

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,720 △78,941

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,395 △25,840

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4,220 △2,460

工事損失引当金の増減額（△は減少） △14,000 30,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,890 △7,912

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,107 △15,227

受取利息及び受取配当金 △10,822 △10,772

支払利息 5,121 4,350

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,216

持分法による投資損益（△は益） 87 △1,954

売上債権の増減額（△は増加） 1,544,695 1,585,594

たな卸資産の増減額（△は増加） △582,646 △516,980

仕入債務の増減額（△は減少） △782,176 △737,573

未成工事受入金の増減額（△は減少） 176,002 291,031

未払消費税等の増減額（△は減少） － △43,871

その他の流動負債の増減額（△は減少） － 58,357

その他 71,165 23,870

小計 275,693 475,670

利息及び配当金の受取額 6,885 7,427

利息の支払額 △5,477 △4,629

法人税等の支払額 △273,813 △296,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,288 181,668

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △403,600 △40,837

定期預金の払戻による収入 － 37,192

有価証券の取得による支出 △100,000 －

その他 △20,992 △28,532

投資活動によるキャッシュ・フロー △524,592 △32,177

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 475,000 525,000

短期借入金の返済による支出 △185,000 △235,000

配当金の支払額 △70,217 △70,358

その他 △5,920 △6,497

財務活動によるキャッシュ・フロー 213,861 213,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △307,441 362,635

現金及び現金同等物の期首残高 3,017,705 3,077,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,710,264 3,440,442



 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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