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

 (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 11,260 △2.8 △713 ― △731 ― △483 ―

22年３月期第１四半期 11,588 △8.5 △419 ― △449 ― △310 ―

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       △16.62        ―

22年３月期第１四半期       △10.66        ―

 (2) 連結財政状態

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 38,770 16,813 43.3 576.86

22年３月期 42,277 17,854 42.1 612.58

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 16,771百万円 22年３月期 17,810百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) ― ― 13.00 13.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想(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) 25,000 △3.0 △250 ― △250 ― △200 ― △6.87

通期 61,000 4.0 2,600 2.0 2,500 3.5 1,450 3.3 49.87



 

 
    (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ます。 

 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連結財務諸表のレビュー手続は終

了しております。 

  

※ 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。業

務予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資

料)２ページ「1. 当四半期の連結業績等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」をご覧くだ

さい。 

  

4. その他 (詳細は【添付資料】３ページ 「2. その他の情報」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

  新規 ―社 (          )、除外 ―社 (          )

   (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。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

    (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
 

 ①会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ②①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 29,172,000株 22年３月期 29,172,000株

②期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 98,232株 22年３月期 97,422株

③期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 29,074,002株 22年３月期１Ｑ 29,078,094株
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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、中国を中心とした新興国の経済成長を背景とした
輸出や生産の増加により緩やかな回復を続けているものの、雇用情勢や所得環境は依然として厳しく、
また、欧州における財政危機に端を発した世界的な金融不安など、先行きの不透明感は、未だ払拭され
ない状況で推移いたしました。 
防災・情報通信業界におきましても、公共投資は減少しており、民間設備投資は下げ止まりつつある

ものの建築投資は依然として低調に推移するなど、極めて厳しい状況で推移いたしました。 
このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりましたが、建設市

場の低迷等による競争の激化や低価格化の進行に歯止めがかからず、受注高は16,368百万円(前年同四
半期比7.6％減)、売上高は11,260百万円(同2.8％減)といずれも前年同四半期を下回る結果となりまし
た。 
利益につきましては、経費の削減等に努めてまいりましたが、売上高の減少や低価格化による原価率

の悪化などの影響により、営業損失713百万円、経常損失731百万円、四半期純損失483百万円となりま
した。 
なお、当社グループの属する建設事業の特性として、例年上半期に比べ下半期に完成する工事の割合

が大きく、特に第４四半期に売上高が集中するという季節的要因があることから、第１四半期連結累計
期間の売上高が通期の売上高に占める割合は低くなっております。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ3,506百万円
減少し、38,770百万円となっております。これは主に、現金及び預金や未成工事支出金が増加したもの
の、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものであります。 
負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ2,465百万円減少し、21,957百万円とな

っております。これは主に、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したこと等によるものでありま
す。 
また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ1,041百万円減少し、16,813百

万円となっております。これは主に、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 
  

平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、現時点において平成22年
５月14日に公表いたしました業績予想数値に変更はありません。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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「持分法に関する会計基準」の適用 

当第１四半期連結会計期間より「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月

10日)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

これにより、税金等調整前四半期純損失は47百万円増加しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 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 4,802,332 4,535,892

受取手形及び売掛金 10,659,683 14,893,036

製品 2,255,616 2,391,183

仕掛品 506,611 374,025

原材料 2,647,996 2,676,536

未成工事支出金 3,977,812 3,659,050

その他 1,641,459 1,417,753

貸倒引当金 △93,321 △107,940

流動資産合計 26,398,191 29,839,538

固定資産

有形固定資産

土地 4,047,835 4,053,909

その他（純額） 2,860,024 2,896,799

有形固定資産合計 6,907,860 6,950,709

無形固定資産 683,242 690,582

投資その他の資産

その他 5,029,626 5,054,248

貸倒引当金 △248,134 △257,632

投資その他の資産合計 4,781,491 4,796,616

固定資産合計 12,372,595 12,437,908

資産合計 38,770,786 42,277,446

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,924,942 7,662,248

短期借入金 334,152 210,000

未払法人税等 89,191 809,581

役員賞与引当金 － 50,900

工事損失引当金 133,543 41,100

その他 6,258,403 7,411,815

流動負債合計 13,740,232 16,185,646

固定負債

長期借入金 1,537,500 1,590,000

退職給付引当金 5,355,981 5,361,267

役員退職慰労引当金 19,718 19,966

その他 1,304,310 1,265,907

固定負債合計 8,217,510 8,237,141

負債合計 21,957,743 24,422,787
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 11,960,871 12,822,247

自己株式 △51,218 △50,809

株主資本合計 18,436,360 19,298,144

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △46,051 50,131

土地再評価差額金 △834,785 △834,785

為替換算調整勘定 △783,776 △702,958

評価・換算差額等合計 △1,664,613 △1,487,611

少数株主持分 41,297 44,125

純資産合計 16,813,043 17,854,658

負債純資産合計 38,770,786 42,277,446
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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 11,588,868 11,260,452

売上原価 7,839,761 8,089,898

売上総利益 3,749,107 3,170,554

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,496,307 1,473,534

その他 2,672,052 2,410,411

販売費及び一般管理費合計 4,168,359 3,883,946

営業損失（△） △419,252 △713,391

営業外収益

受取利息 914 854

受取配当金 9,701 16,688

負ののれん償却額 886 886

その他 22,007 20,486

営業外収益合計 33,509 38,915

営業外費用

支払利息 7,064 6,728

持分法による投資損失 6,559 1,315

売上割引 11,498 8,231

手形売却損 13,847 －

為替差損 － 25,730

その他 24,852 14,591

営業外費用合計 63,821 56,597

経常損失（△） △449,564 △731,073

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,665 20,305

投資有価証券売却益 － 200

特別利益合計 15,665 20,505

特別損失

投資有価証券評価損 158 －

有形固定資産売却損 88 －

有形固定資産除却損 1,820 1,889

会員権評価損 － 1,600

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 47,979

特別損失合計 2,067 51,468

税金等調整前四半期純損失（△） △435,966 △762,036

法人税、住民税及び事業税 66,677 48,713

法人税等調整額 △192,130 △324,518

法人税等合計 △125,453 △275,804

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △486,231

少数株主損失（△） △374 △2,825

四半期純損失（△） △310,137 △483,406
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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) 
該当事項はありません。 

  

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) 
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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