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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 16,791 △12.0 76 ― 60 △72.7 42 △45.9
22年3月期第3四半期 19,083 △5.8 △132 ― 220 ― 78 ―

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 1.97 ―
22年3月期第3四半期 3.64 ―

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 36,217 28,266 78.0 1,319.58
22年3月期 40,272 28,633 71.1 1,336.57

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  28,266百万円 22年3月期  28,633百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
10.00 10.00

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 28,000 △4.7 400 478.9 450 △23.7 150 ― 7.00



(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、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 
・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）３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】P.４「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 23,805,000株 22年3月期  23,805,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,384,532株 22年3月期  2,381,927株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 21,422,321株 22年3月期3Q  21,426,054株



  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

  上記の業績予想は、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。 

  

  

（参考） 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 24,000 △8.3 250 - 300 △36.2 50 - 2.33

※ 業績予想の適切な利用に関する説明
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国や東南アジアなどの好調な経済に支えられ輸

出産業を中心として企業業績の改善が進み、政府の経済刺激策の効果などにより国内景気は緩やかなが

ら回復傾向となりました。一方で、株安や急激な円高、デフレの進行の影響を受け、経済情勢は厳しい

状況にあり、景気の動向は足踏み状態で推移いたしました。  

 建設業界におきましては、省エネ減税や猛暑による特需効果もあって、民間設備投資は持ち直しの動

きが見られたものの、依然として低水準であり、公共投資は国や地方の予算削減の影響から、受注環境

は全般的に厳しい状況にありました。  

 このような経営環境のもと、当社グループは営業力の強化を重点課題として、積極的な営業活動を展

開してまいりました。  

 このような結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高は167億69百万円（前年同四半期比

25.5％減）となり、売上高は167億91百万円（前年同四半期比12.0％減）となりました。収益面では営業

利益は76百万円となり、為替差損３億54百万円の影響により経常利益60百万円、四半期純利益42百万円

を計上する結果となりました。  

  

(資産、負債および純資産の状況) 

当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ40億54百万円減少し、362億

17百万円となりました。主な要因は、現金預金が11億49百万円、受取手形・完成工事未収入金等が18億

71百万円、未成工事支出金が７億５百万円、投資有価証券が３億55百万円それぞれ減少したことなどに

よるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ36億87百万円減少し、79億51百万円となりました。主な要因

は、支払手形・工事未払金等が22億69百万円、未成工事受入金が12億73百万円それぞれ減少したことな

どによるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億67百万円減少し、282億66百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金が１億72百万円、その他有価証券評価差額金が１億69百万円それぞれ減少したことな

どによるものです。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ、10億49百万円減少し、122億81百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主要な要因は、次のとお

りであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、９億44百万円の支出（前年同四半期は、１億95百万円の収

入）となりました。主な要因は、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が１億24百万

円となった他、売上債権の回収18億53百万円に伴う資金の増加、仕入債務の減少22億59百万円に伴う資

金の減少などによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億63百万円の収入（前年同四半期は、３億18百万円の支

出）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出99百万円に伴う資金の減少、投資有価

証券の売却による収入１億41百万円に伴う資金の増加、定期預金の満期による収入１億円に伴う資金の

増加、保険積立金の満期による収入55百万円に伴う資金の増加などによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億72百万円の支出（前年同四半期は、１億99百万円の支

出）となりました。主な要因は、短期借入金の増加による収入46百万円に伴う資金の増加などによるも

のです。 

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
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今後の見通しといたしましては、円高による企業収益への影響が懸念されますが、輸出産業を中心と

して好調な業績見通しとなっております。しかしながら、企業の生産設備の海外移転は引き続き増加す

るものと考えられます。  

 建設市場におきましては、公共投資の予算削減の継続、民間設備投資についても企業業績の動向によ

り受注環境はなお、不透明なものと予想されます。  

 このような状況を踏まえ、通期の業績予想につきましては、平成22年11月９日に公表いたしました業

績予想と変更ありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

  ①  連結範囲に関する事項の変更

  （連結範囲の変更） 

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したSANYO ENGINEERING & CONSTRUCTION VIETNAM 

CO.,LTDを連結の範囲に含めております。

 （変更後の連結子会社の数）

５社

(2) 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３四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。

 （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。

 （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、前連結会計年度において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。

(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）

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。 

 この変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 （「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用）

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日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平

成20年３月10日)を適用しております。 

  この変更が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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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 11,281,497 12,430,545

受取手形・完成工事未収入金等 6,798,982 8,670,443

有価証券 999,682 999,783

未成工事支出金 2,804,235 3,509,239

その他 2,357,997 2,175,701

貸倒引当金 △1,039,594 △1,040,254

流動資産合計 23,202,802 26,745,458

固定資産

有形固定資産

土地 3,777,668 3,760,146

その他（純額） 1,759,846 1,862,836

有形固定資産合計 5,537,515 5,622,983

無形固定資産 77,775 91,418

投資その他の資産

投資有価証券 3,145,157 3,500,832

投資不動産（純額） 3,673,910 3,693,289

その他 1,022,778 1,064,776

貸倒引当金 △442,000 △446,000

投資その他の資産合計 7,399,845 7,812,898

固定資産合計 13,015,137 13,527,300

資産合計 36,217,940 40,272,759

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,499,072 5,768,941

短期借入金 364,965 322,023

未払法人税等 55,228 121,667

未成工事受入金 2,120,123 3,393,907

引当金 60,042 46,164

その他 981,559 927,412

流動負債合計 7,080,990 10,580,116

固定負債

役員退職慰労引当金 288,929 273,740

その他 582,015 785,516

固定負債合計 870,945 1,059,257

負債合計 7,951,936 11,639,373
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（単位：千円）

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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,002

利益剰余金 25,868,155 26,040,644

自己株式 △949,503 △949,331

株主資本合計 28,115,904 28,288,565

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 159,717 329,100

為替換算調整勘定 △9,618 15,719

評価・換算差額等合計 150,099 344,820

純資産合計 28,266,003 28,633,385

負債純資産合計 36,217,940 40,272,759
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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：千円）

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 19,083,045 16,791,765

売上原価 16,728,921 14,426,005

売上総利益 2,354,124 2,365,760

販売費及び一般管理費 2,486,399 2,288,997

営業利益又は営業損失（△） △132,275 76,762

営業外収益

受取利息 11,546 11,285

受取配当金 34,507 36,527

受取地代家賃 338,541 286,333

持分法による投資利益 2,262 35,850

その他 125,419 101,724

営業外収益合計 512,276 471,722

営業外費用

支払利息 7,659 8,011

不動産賃貸費用 80,726 84,183

為替差損 28,982 354,101

その他 42,182 41,943

営業外費用合計 159,549 488,239

経常利益 220,450 60,244

特別利益

固定資産売却益 2,211 2,653

投資有価証券売却益 － 61,001

その他 － 4,836

特別利益合計 2,211 68,491

特別損失

固定資産売却損 5,305 －

固定資産除却損 5,462 4,223

その他 200 102

特別損失合計 10,967 4,325

税金等調整前四半期純利益 211,695 124,410

法人税等 133,599 82,131

四半期純利益 78,095 42,278
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 6,733,417 5,069,812

売上原価 6,041,592 4,432,991

売上総利益 691,825 636,821

販売費及び一般管理費 842,067 788,474

営業損失（△） △150,242 △151,653

営業外収益

受取利息 3,658 3,878

受取配当金 8,140 8,909

受取地代家賃 113,577 89,360

為替差益 133,884 －

持分法による投資利益 11,289 17,698

その他 33,803 42,896

営業外収益合計 304,353 162,743

営業外費用

支払利息 2,320 2,764

不動産賃貸費用 24,999 28,216

為替差損 － 55,640

その他 14,929 13,549

営業外費用合計 42,249 100,171

経常利益又は経常損失（△） 111,862 △89,081

特別利益

固定資産売却益 2,211 879

投資有価証券評価損戻入益 － 243,050

その他 － 1,057

特別利益合計 2,211 244,987

特別損失

固定資産除却損 4,612 2,222

その他 － 102

特別損失合計 4,612 2,325

税金等調整前四半期純利益 109,461 153,580

法人税等 63,033 △46,280

四半期純利益 46,427 199,861
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

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)

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利益 211,695 124,410

減価償却費 196,932 200,305

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,000 △4,522

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 13,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,056 15,188

受取利息及び受取配当金 △46,053 △47,813

支払利息 7,659 8,011

為替差損益（△は益） 11,535 109,113

投資有価証券売却損益（△は益） 200 △61,001

有形固定資産売却損益（△は益） 3,093 △2,653

有形固定資産除却損 5,462 4,223

持分法による投資損益（△は益） △2,262 △35,850

売上債権の増減額（△は増加） 278,507 1,853,036

未成工事支出金の増減額（△は増加） 24,434 699,204

仕入債務の増減額（△は減少） △3,082,952 △2,259,738

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,272,881 △1,274,006

その他の資産の増減額（△は増加） 132,959 △125,443

その他の負債の増減額（△は減少） △391,544 175,847

小計 639,604 △607,810

利息及び配当金の受取額 46,053 47,813

利息の支払額 △7,659 △8,011

法人税等の支払額 △482,791 △376,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,208 △944,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △34,326 △99,297

有形固定資産の売却による収入 23,777 1,049

投資有価証券の取得による支出 △494,031 △1,633

投資有価証券の売却による収入 700 141,000

投資有価証券の償還による収入 250,000 －

投資不動産の取得による支出 － △13,000

投資不動産の売却による収入 － 1,583

子会社株式の取得による支出 △48,500 －

定期預金の払戻による収入 － 100,000

保険積立金の払戻による収入 － 55,000

その他 △16,289 △21,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △318,670 163,202
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（単位：千円）

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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 21,147 46,050

リース債務の返済による支出 △4,719 △4,719

自己株式の売却による収入 204 1,547

自己株式の取得による支出 △1,945 △1,719

配当金の支払額 △213,890 △213,283

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,203 △172,123

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,815 △123,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △369,480 △1,076,700

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 322,938 27,552

現金及び現金同等物の期首残高 11,673,922 13,330,329

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,627,380 12,281,180
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該当事項はありません。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 

  

  

  

(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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4. (参考) 四半期個別業績

（参考）平成23年３月期第３四半期の個別業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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 13,481 △22.7 △23 ― △111 ― △98 ―

22年３月期第３四半期 17,430 △8.5 △219 ― 103 ― 9 ―

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 △4 60 ―

22年３月期第３四半期 0 43 ―

 (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 34,391 27,820 80.9 1,298 79

22年３月期 40,250 28,303 70.3 1,321 17

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 27,820百万円 22年３月期 28,303百万円
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 (1) 連結受注実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

 (2) 連結売上実績 

                                     (単位：千円、％) 

 
  

5. 補足情報

（生産、受注及び販売の状況）

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 12,336,288 73.6 17,752,864 78.9 △ 5,416,575 △ 30.5

電力工事 2,986,323 17.8 3,571,531 15.9 △ 585,208 △ 16.4

空調給排水工事 888,766 5.3 707,134 3.1 181,632 25.7

機器製作 558,327 3.3 468,784 2.1 89,542 19.1

合計 16,769,706 100.0 22,500,315 100.0 △ 5,730,609 △ 25.5

区分

当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)

前年同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)
増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 11,341,033 67.5 13,977,262 73.2 △ 2,636,229 △ 18.9

電力工事 4,365,967 26.0 4,118,506 21.6 247,461 6.0

空調給排水工事 648,177 3.9 601,916 3.2 46,261 7.7

機器製作 436,586 2.6 385,360 2.0 51,226 13.3

合計 16,791,765 100.0 19,083,045 100.0 △ 2,291,280 △ 12.0
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