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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 73,140 △2.4 △1,940 ― △597 ― △372 ―

22年3月期第3四半期 74,913 △3.1 △2,642 ― △913 ― △2,214 ―

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3四半期 △6.33 ―

22年3月期第3四半期 △37.68 ―

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3四半期 216,531 176,893 81.2 2,991.38
22年3月期 221,868 179,355 80.3 3,032.44

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  175,766百万円 22年3月期  178,194百万円

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 ― 11.50 ― 10.00 21.50
23年3月期 ― 10.00 ―

23年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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、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 121,000 4.1 700 ― 2,400 6.2 1,400 ― 23.83



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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当社で判断したものであります。予想に内在するさまざまな不確定要因やこの後の
事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績は上記予想数値と異なる場合があります。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いては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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】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 ）

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3Q 65,138,117株 22年3月期  65,138,117株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  6,380,550株 22年3月期  6,375,541株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 58,758,847株 22年3月期3Q 58,778,204株



  

 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
  

（参考）個別業績予想
平成23年３月期の個別業績予想（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)

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 111,000 3.8 600 ─ 2,300 4.5 1,300 ― 22 12
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策などを背景に持ち直しの動

きもみられましたが、円高の進行、海外経済の減速、依然として高い失業率などにより、景気改善への動

きは足踏み状態となりました。 

こうした中で、建設業界においては、低調な公共投資などによる工事量の減少、価格の低下などにより

受注競争は一段と激化し、厳しい状況が続きました。 

このような状況のもとで、当社グループは、受注高の確保に向けた快適生活キャンペーンの実施や提案

営業の推進など積極的な営業活動の展開と、採算性の向上に向けた原価低減の一層の徹底に取り組んでま

いりました。 

この結果、売上高は前年同期に比較して減少し、731億４千万円（前年同期比2.4％減）となりました。 

営業利益は原価低減の一層の徹底に努めましたが、19億４千万円の損失（前年同期比７億１百万円縮

小）、経常利益は財務収益などを加えて５億９千７百万円の損失（前年同期比３億１千６百万円縮小）、

四半期純利益は３億７千２百万円の損失（前年同期比18億４千２百万円縮小）となりました。 

  

総資産は2,165億３千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億３千７百万円の減少となりまし

た。主なものは、有価証券の増加70億６千５百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少91億７千万

円、投資有価証券の減少58億９千８百万円であります。 

負債は396億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億７千４百万円の減少となりました。主

なものは、未成工事受入金の増加40億２千６百万円、支払手形・工事未払金等の減少50億５千２百万円で

あります。 

純資産は1,768億９千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億６千２百万円の減少となりまし

た。主なものは、利益剰余金の減少15億４千７百万円、その他有価証券評価差額金の減少８億７千４百万

円であります。 

  

通期の業績予想については、平成22年10月29日に公表した数値から変更は行っておりません。 

  
  

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 簡便な会計処理 

「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」 

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、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測等を利用する方法によっております。 
  
② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
  

・会計処理基準に関する事項の変更 

「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）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失がそれぞれ３百万円、税金等調整

前四半期純損失が４千５百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は、６千７百万円であります。 

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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
現金預金 11,608 16,134
受取手形・完成工事未収入金等 21,714 30,884
有価証券 19,845 12,779
未成工事支出金 11,292 8,728
材料貯蔵品 452 336
商品 2,060 1,156
その他 4,694 3,525
貸倒引当金 △119 △246
流動資産合計 71,548 73,299

固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額） 14,571 13,303
土地 12,091 12,060
その他（純額） 2,101 2,094
有形固定資産計 28,765 27,457

無形固定資産 382 347
投資その他の資産
投資有価証券 94,909 100,808
繰延税金資産 11,302 11,483
その他 9,950 8,904
貸倒引当金 △329 △433
投資その他の資産計 115,834 120,762

固定資産合計 144,982 148,568
資産合計 216,531 221,868
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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・工事未払金等 14,969 20,021
短期借入金 820 1,030
未払法人税等 105 170
未成工事受入金 8,745 4,718
完成工事補償引当金 23 20
工事損失引当金 124 36
役員賞与引当金 － 66
その他 2,975 3,295
流動負債合計 27,765 29,361

固定負債
退職給付引当金 10,164 11,863
役員退職慰労引当金 520 486
その他 1,188 801
固定負債合計 11,872 13,151

負債合計 39,638 42,513
純資産の部
株主資本
資本金 3,481 3,481
資本剰余金 139 139
利益剰余金 186,020 187,568
自己株式 △9,434 △9,429
株主資本合計 180,207 181,760

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △4,441 △3,566
評価・換算差額等合計 △4,441 △3,566

少数株主持分 1,126 1,161
純資産合計 176,893 179,355

負債純資産合計 216,531 221,868
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 74,913 73,140
売上原価 66,652 64,507
売上総利益 8,261 8,633
販売費及び一般管理費 10,904 10,574
営業損失（△） △2,642 △1,940
営業外収益
受取利息 1,128 658
その他 628 717
営業外収益合計 1,756 1,376

営業外費用
支払利息 2 1
災害事故関係費 7 7
工具器具等処分損 4 7
支払手数料 9 8
その他 4 7
営業外費用合計 28 32

経常損失（△） △913 △597
特別利益
貸倒引当金戻入額 － 92
固定資産処分益 44 260
損害賠償収入 223 －
特別利益合計 267 352

特別損失
貸倒引当金繰入額 18 －
固定資産処分損 113 83
投資有価証券評価損 1,801 91
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41
その他 0 26
特別損失合計 1,934 243

税金等調整前四半期純損失（△） △2,581 △488
法人税、住民税及び事業税 76 82
法人税等調整額 △416 △174
法人税等合計 △340 △92
少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △395
少数株主損失（△） △26 △23
四半期純損失（△） △2,214 △372
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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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4. 補足情報

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績(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３四半期 67,391 △2.2 △1,877 ─ △525 ─ △317 ─
22年３月期第３四半期 68,880 △2.5 △2,480 ─ △735 ― △2,093 ─

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３四半期 △5 41 ─ ─
22年３月期第３四半期 △35 62 ─ ─

(2) 個別財政状態

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３四半期 209,694 173,090 82.5 2,945 85
22年３月期 214,667 175,461 81.7 2,985 93
(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 173,090百万円 22年３月期 175,461百万円

(3) 部門別受注実績 （単位：百万円、％）
期 別

区 分

平成22年３月期第３四半期 平成23年３月期第３四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

配電線工事 17,947 26.2 17,629 22.7 △318 △1.8

発送変電工事 2,102 3.1 2,665 3.4 563 26.8

情報通信工事 5,035 7.4 9,747 12.5 4,712 93.6

屋内電気工事 33,630 49.2 35,544 45.8 1,913 5.7

空調・管工事 9,626 14.1 12,084 15.6 2,458 25.5

合      計 68,342 100.0 77,671 100.0 9,329 13.7

(4) 得意先別受注実績 （単位：百万円、％）

期 別

区 分

平成22年３月期第３四半期 平成23年３月期第３四半期
比較増減 増減率

金額 構成比 金額 構成比

中国電力㈱ 22,611 33.1 22,575 29.1 △35 △0.2

一般得意先 45,730 66.9 55,096 70.9 9,365 20.5

合      計 68,342 100.0 77,671 100.0 9,329 13.7
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