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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 14,600 20.3 △191 ― △140 ― △109 ―
22年3月期第3四半期 12,136 △22.5 △234 ― △152 ― △254 ―

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 △9.80 ―
22年3月期第3四半期 △22.70 ―

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 16,205 7,881 48.6 703.89
22年3月期 16,563 8,178 49.4 730.37

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,881百万円 22年3月期  8,178百万円

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 ― 9.00 ― 7.00 16.00
23年3月期 ― 8.00 ―
23年3月期 

（予想）
8.00 16.00

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 21,500 0.1 370 △21.1 420 △24.9 240 37.9 21.43



(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はありますが、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「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 11,700,000株 22年3月期  11,700,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  502,800株 22年3月期  502,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,197,200株 22年3月期3Q 11,197,238株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における日本経済は、政府の経済対策の効果により緩やかな回復基調にありました

が、長引く円高などによる輸出の増勢鈍化、失業率の高止まりや所得環境の低迷により、個人消費や企業の生産水

準は本格回復せず、依然として厳しい状況のまま推移致しました。 

当社グループの主力事業の属する国内建設市場におきましては、企業収益の回復傾向に伴い民間設備投資にやや

持ち直しの動きがあったものの、海外景気の下振れ懸念や国内のデフレ継続などにより、企業の設備投資に対する

慎重な姿勢が継続し、また、公共投資も低迷したことにより厳しい市場環境が続きました。 

このような状況のもと、当社グループはグループ企業の連携による顧客対応力の充実と原価の低減を図り、受注

の確保、利益体質の強化に努めてまいりました。 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、前第３四半期連結累計期間より24億64百万円

増加し146億円（前年同四半期比20.3％の増加）、営業損失は１億91百万円（前年同四半期は営業損失２億34百万

円）、経常損失は１億40百万円（前年同四半期は経常損失１億52百万円）、四半期純損失は１億９百万円（前年同

四半期は四半期純損失２億54百万円）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 建設事業 

当社グループの主力事業である当事業におきましては、製造工場関連で大型工事の受注があったものの、公共

工事は低調に推移したため、受注高は89億34百万円（前年同四半期比2.5％の減少）となりました。部門別で

は、産業設備工事が35億13百万円（前年同四半期比154.5％の増加）、ビル設備工事が33億９百万円（前年同四

半期比15.2％の増加）、環境設備工事が21億11百万円（前年同四半期比57.0％の減少）となりました。 

売上高は、ビル設備工事で大型工事が減少しましたが、環境設備工事では前期からの繰越工事の売上が寄与し

たため、77億89百万円(前年同四半期比26.5％の増加)となりました。部門別では、産業設備工事が22億34百万円

（前年同四半期比8.0％の増加）、ビル設備工事が29億７百万円(前年同四半期比12.5％の減少)、環境設備工事

が26億46百万円（前年同四半期比245.7％の増加）となりました。 

② 機器販売及び情報システム事業 

当事業におきましては、機器販売は空気圧縮機、照明などが増加し、情報システム関連も受託ソフト開発で新

規受注などがあったことにより、売上高は30億61百万円（前年同四半期比11.6％の増加）となりました。 

③ 機器のメンテナンス事業 

当事業におきましては、太陽光発電機器設置の受注は減少しましたが、設備機器メンテナンスは製造業を中心

に定期整備が増加したため、売上高は32億96百万円（前年同四半期比1.8％の増加）となりました。 

④ 電子部品製造事業 

当事業におきましては、デジタル家電向けや光デバイスなどの半導体関連部品が堅調に推移し、製造工程省力

化の装置製作も需要が増加したことから、売上高は12億18百万円（前年同四半期比37.6％の増加）となりまし

た。 

なお、生産実績（販売価格）は以下のとおりであります。 

⑤ その他の事業 

その他の事業の公共水道施設維持管理事業におきましては、運転管理受託体制や緊急対応体制を整備し、きめ

細かな施設維持管理と顧客ニーズを捉えた提案活動を行った結果、売上高は１億81百万円（前年同四半期比

17.8％の増加）となりました。 

（注）１．上記売上高はセグメント間取引消去前の金額によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

区分 
前第３四半期連結累計期間 

（百万円） 
当第３四半期連結累計期間 

（百万円） 

電子部品のペレタイズ加工  453  566

電子部品の組立  157  271

基盤組立他  274  381

合計  885  1,218



（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況 

当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ３億57百万円減少し162億５百万円と

なりました。これは主に現金預金が11億16百万円、受取手形が３億93百万円それぞれ減少し、完成工事未収入金

が５億66百万円、未成工事支出金が３億13百万円、仕掛品が２億64百万円それぞれ増加したこと等によるもので

あります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ61百万円減少し、83億24百万円となりました。これは主に工事未払金が４億

７百万円、未払法人税等が１億86百万円、買掛金が１億56百万円それぞれ減少し、支払手形が５億21百万円、未

成工事受入金が１億36百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億96百万円減少し78億81百万円となりました。これは主に四半期純損失

を１億９百万円、配当金を１億67百万円計上したこと等によるものであります。  

② 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11億16百万円減少し30億58百万円となりました。 

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） 

当第３四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、前第３四半期連結累計期間に比べ４億24百万

円増加し８億９百万円（前年同四半期比110.3％の増加）となりました。これは主に、たな卸資産の増加額６億

10百万円（前年同四半期比56.7％の減少）、法人税等の支払額２億67百万円（前年同四半期比47.9％の増加）を

調整したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は、前第３四半期連結累計期間に比べ94百万円減

少し68百万円（前年同四半期比58.0％の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が33

百万円、関係会社貸付けによる支出が15百万円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間において財務活動に使用した資金は、前第３四半期連結累計期間に比べ85百万円増

加し２億38百万円（前年同四半期比55.3％の増加）となりました。これは主に、配当金を１億66百万円支払った

こと、長期借入金の返済による支出が33百万円あったこと等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年11月11日に発表致しました連結業績予想から変更ありませ

ん。  



（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３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な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り下げに関しては、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、簿価切り下げを行う方法によっております。 

（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。 

② 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） 

 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。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（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 3,363,443 4,479,755

受取手形 819,008 1,212,477

完成工事未収入金 3,400,459 2,834,098

売掛金 1,970,514 2,105,396

未成工事支出金 408,593 95,453

商品 115,503 86,676

仕掛品 525,858 260,987

材料貯蔵品 32,878 29,296

その他 450,569 273,389

貸倒引当金 △3,341 △6,215

流動資産合計 11,083,488 11,371,315

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 3,174,907 3,157,858

減価償却累計額 △1,901,313 △1,824,856

建物・構築物（純額） 1,273,593 1,333,002

土地 2,293,811 2,293,811

建設仮勘定 22,092 34,254

その他 637,433 520,132

減価償却累計額 △361,263 △301,768

その他（純額） 276,169 218,364

有形固定資産合計 3,865,666 3,879,433

無形固定資産   

のれん 216,142 238,502

その他 149,187 170,153

無形固定資産合計 365,329 408,655

投資その他の資産   

投資有価証券 536,389 565,356

その他 392,415 378,705

貸倒引当金 △37,561 △40,173

投資その他の資産合計 891,243 903,888

固定資産合計 5,122,240 5,191,977

資産合計 16,205,728 16,563,293



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,392,206 1,870,232

工事未払金 1,961,089 2,368,527

買掛金 990,936 1,147,505

短期借入金 804,996 804,996

未払法人税等 47,462 234,362

未成工事受入金 287,041 150,658

完成工事補償引当金 11,400 11,400

工事損失引当金 11,847 －

賞与引当金 81,896 163,884

役員賞与引当金 － 18,500

その他 536,561 418,549

流動負債合計 7,125,436 7,188,615

固定負債   

長期借入金 187,661 221,408

退職給付引当金 748,861 743,715

役員退職慰労引当金 96,170 104,555

その他 166,020 126,931

固定負債合計 1,198,713 1,196,610

負債合計 8,324,149 8,385,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,029,213 1,029,213

資本剰余金 805,932 805,932

利益剰余金 6,216,029 6,493,741

自己株式 △213,872 △213,872

株主資本合計 7,837,301 8,115,013

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,277 63,053

評価・換算差額等合計 44,277 63,053

純資産合計 7,881,579 8,178,067

負債純資産合計 16,205,728 16,563,293



（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 12,136,167 14,600,396

売上原価 10,465,565 12,944,756

売上総利益 1,670,601 1,655,639

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 924,709 903,050

賞与引当金繰入額 23,011 24,182

退職給付引当金繰入額 22,962 24,040

役員退職慰労引当金繰入額 6,090 5,440

貸倒引当金繰入額 7,157 －

のれん償却額 22,359 22,359

その他 899,238 867,673

販売費及び一般管理費合計 1,905,527 1,846,746

営業損失（△） △234,926 △191,107

営業外収益   

受取利息 866 601

受取配当金 53,272 5,027

受取褒賞金 15,084 19,590

その他 23,601 35,229

営業外収益合計 92,824 60,449

営業外費用   

支払利息 9,505 9,082

その他 559 1,174

営業外費用合計 10,064 10,256

経常損失（△） △152,166 △140,914

特別利益   

貸倒引当金戻入額 246 2,998

特別利益合計 246 2,998

特別損失   

固定資産除却損 316 217

投資有価証券売却損 － 392

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,258

特別損失合計 316 6,868

税金等調整前四半期純損失（△） △152,236 △144,784

法人税、住民税及び事業税 78,743 84,420

法人税等調整額 23,159 △119,451

法人税等合計 101,902 △35,030

四半期純損失（△） △254,139 △109,754



（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 4,053,569 5,963,920

売上原価 3,447,794 5,216,949

売上総利益 605,775 746,971

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 299,830 289,429

賞与引当金繰入額 23,011 24,182

退職給付引当金繰入額 7,614 7,913

役員退職慰労引当金繰入額 1,996 2,080

貸倒引当金繰入額 3,059 732

のれん償却額 7,453 7,453

その他 290,581 267,880

販売費及び一般管理費合計 633,547 599,671

営業利益又は営業損失（△） △27,771 147,299

営業外収益   

受取利息 165 108

受取配当金 932 1,861

受取褒賞金 5,887 5,382

その他 5,212 11,937

営業外収益合計 12,198 19,289

営業外費用   

支払利息 2,954 3,262

その他 499 123

営業外費用合計 3,453 3,385

経常利益又は経常損失（△） △19,026 163,203

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 10,087

貸倒引当金戻入額 246 －

特別利益合計 246 10,087

特別損失   

固定資産除却損 316 170

投資有価証券売却損 － 392

特別損失合計 316 563

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△19,097 172,727

法人税、住民税及び事業税 25,982 22,447

法人税等調整額 △14,000 66,523

法人税等合計 11,981 88,970

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,078 83,756



（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損失（△） △152,236 △144,784

減価償却費 156,280 169,553

のれん償却額 22,359 22,359

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,660 △5,485

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 11,847

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,562 △81,988

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,300 △18,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,478 5,145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,090 △8,385

受取利息及び受取配当金 △54,139 △5,629

支払利息 9,505 9,082

固定資産除却損 316 217

投資有価証券売却損益（△は益） － 392

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,258

売上債権の増減額（△は増加） 844,500 △38,009

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,408,559 △610,421

仕入債務の増減額（△は減少） △426,743 △42,032

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,093,492 136,382

その他 △204,832 55,086

小計 △249,968 △538,910

利息及び配当金の受取額 54,139 5,661

利息の支払額 △8,461 △8,820

法人税等の支払額 △180,512 △267,025

営業活動によるキャッシュ・フロー △384,802 △809,095

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 △115,396 △33,788

有形固定資産の売却による収入 1,882 112

投資有価証券の取得による支出 △10,098 △8,625

投資有価証券の売却による収入 6,000 5,803

関係会社株式の取得による支出 △11,792 －

関係会社貸付けによる支出 △10,000 △15,000

その他 △23,476 △16,839

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,880 △68,336

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 150,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △50,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △33,747 △33,747

自己株式の取得による支出 △366 －

配当金の支払額 △199,359 △166,412

その他 △20,374 △38,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △153,848 △238,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △701,531 △1,116,312

現金及び現金同等物の期首残高 2,493,501 4,174,755

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△86,726 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,705,243 3,058,443



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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