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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 11,501 △10.4 284 386.2 452 143.5 35 △69.7

22年3月期第2四半期 12,835 1.0 58 △57.5 185 △34.3 116 91.4

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2四半期 1.50 ―

22年3月期第2四半期 4.95 ―

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2四半期 26,473 15,540 58.7 661.93
22年3月期 28,660 15,688 54.7 668.18

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  15,540百万円 22年3月期  15,688百万円

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  
 

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 29,000 △9.0 900 △35.7 1,100 △31.1 500 ― 21.30



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「２．その他の情報」をご覧ください。）

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2Q 24,969,993株 22年3月期  24,969,993株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,493,003株 22年3月期  1,491,363株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 23,478,321株 22年3月期2Q 23,484,521株

※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のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、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。なお、業績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きましては、【添付資料】P.2「１．当四半
期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算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

　(資産、負債、純資産の状況)

 (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

資産除去債務に関する会計基準の適用

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。
　これによる損益に与える影響はありません。

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、円高が進むなか株式市況は低迷し、また、緩やかな
デフレ状態に加え、厳しい雇用情勢が続くことなどから、先行きに対し不透明な状況が続いておりま
す。

建設業界においては、企業収益が本格的な回復に至らず、設備投資も抑制傾向にあることから民間工
事の減少が続き、公共工事の縮減と相まって市場は大幅に縮小しており、当社を取り巻く事業環境は一
段と厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもとで、当社は全社を挙げて営業活動を展開し、受注の確保に努めました結果、受
注高は181億20百万円（前年同期比19.7％増）、売上高は115億1百万円（前年同期比10.4％減）となりま
した。

なお、四半期純利益につきましては、固定資産の譲渡に伴う特別損失を計上したことなどにより、35
百万円（前年同期比69.7％減）となりました。

　該当事項はありません。

業績予想につきましては、平成22年10月26日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご覧ください。

資産は、未成工事支出金が増加したものの、現金預金や受取手形・完成工事未収入金が減少したこと
などにより、前事業年度末と比べ21億87百万円減少し、264億73百万円となりました。

負債は、支払手形・工事未払金が減少したことなどにより、前事業年度末と比べ20億39百万円減少
し、109億33百万円となりました。

純資産は、四半期純利益を計上したものの、配当金の支払やその他有価証券評価差額金が減少したこ
となどにより、前事業年度末と比べ1億47百万円減少し、155億40百万円となりました。

また、利益面におきましては、工程管理・原価管理を徹底したほか、全般にわたるコスト削減に努め
たことなどにより、営業利益は2億84百万円（前年同期比386.2％増）、経常利益は4億52百万円（前年同
期比143.5％増）となりました。
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 7,325 8,248

受取手形・完成工事未収入金 3,654 6,362

有価証券 200 300

未成工事支出金 3,084 2,053

材料貯蔵品 226 201

その他 777 818

貸倒引当金 △453 △353

流動資産合計 14,815 17,631

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,050 3,607

その他（純額） 2,797 3,037

有形固定資産合計 6,847 6,645

無形固定資産 74 73

投資その他の資産   

投資有価証券 1,867 1,582

その他 3,032 2,897

貸倒引当金 △164 △169

投資その他の資産合計 4,735 4,311

固定資産合計 11,657 11,029

資産合計 26,473 28,660

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 4,799 6,697

未払法人税等 27 29

未成工事受入金 1,439 1,041

工事損失引当金 68 48

その他 678 1,151

流動負債合計 7,014 8,968

固定負債   

退職給付引当金 3,252 3,276

役員退職慰労引当金 32 39

その他 634 688

固定負債合計 3,919 4,004

負債合計 10,933 12,972
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 3,328 3,328

資本剰余金 2,803 2,803

利益剰余金 10,014 10,096

自己株式 △656 △656

株主資本合計 15,489 15,572

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50 115

評価・換算差額等合計 50 115

純資産合計 15,540 15,688

負債純資産合計 26,473 28,660
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 12,835 11,501

売上原価 11,419 9,895

売上総利益 1,415 1,605

販売費及び一般管理費 1,356 1,320

営業利益 58 284

営業外収益   

受取配当金 35 59

受取手数料 30 36

保険配当金 21 －

その他 46 82

営業外収益合計 135 177

営業外費用   

支払利息 6 7

その他 1 1

営業外費用合計 7 9

経常利益 185 452

特別利益   

前期損益修正益 30 37

固定資産売却益 0 4

特別利益合計 30 41

特別損失   

固定資産売却損 － 448

投資有価証券評価損 0 12

その他 2 1

特別損失合計 2 462

税引前四半期純利益 214 31

法人税、住民税及び事業税 66 16

法人税等調整額 31 △20

法人税等合計 98 △3

四半期純利益 116 35
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　(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

　(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

４．補足情報

　(1) 受注高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

7,508 49.6 10,419 57.5 2,910 38.8
4,477 29.6 4,739 26.2 261 5.8
3,149 20.8 2,961 16.3 △ 187 △ 6.0

15,136 100.0 18,120 100.0 2,983 19.7

　(2) 売上高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

6,372 49.6 4,950 43.0 △ 1,422 △ 22.3
4,231 33.0 4,202 36.5 △ 29 △ 0.7
1,874 14.6 1,985 17.3 111 5.9

12,478 97.2 11,137 96.8 △ 1,340 △ 10.7
356 2.8 363 3.2 6 1.9

12,835 100.0 11,501 100.0 △ 1,333 △ 10.4

　(3) 次期繰越高

金額 構成比 金額 構成比 金額 率
(百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％)

11,061 67.9 12,400 72.4 1,339 12.1
1,953 12.0 2,148 12.5 194 10.0
3,279 20.1 2,577 15.1 △ 701 △ 21.4

16,294 100.0 17,126 100.0 832 5.1

　(4) 得意先別受注高・完成工事高
　当第２四半期累計期間(自 平成22年４月１日　至 平成22年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比
(百万円) (％) (百万円) (％)

6,763 37.3 5,505 49.4
11,357 62.7 5,631 50.6
18,120 100.0 11,137 100.0

受注高 完成工事高

(自 平成22年４月１日

(平成21年９月30日) (平成22年９月30日)

(自 平成22年４月１日
前第２四半期累計期間

　至 平成21年９月30日) 　至 平成22年９月30日)

　至 平成21年９月30日)

兼 業 事 業
合 計

計

　至 平成22年９月30日)

前第２四半期累計期間

増減
前第２四半期会計期間末

(自 平成21年４月１日

(自 平成21年４月１日

当第２四半期累計期間

当第２四半期累計期間

当第２四半期会計期間末

増減

増減

配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

そ の 他 工 事
計

屋内線・空調管工事

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事

計

屋内線・空調管工事
配 電 線 工 事
そ の 他 工 事

北 陸 電 力 ㈱
一 般 得 意 先

計
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