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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 18,998 △9.6 △342 ― △303 ― △69 ―
22年3月期第3四半期 21,024 △3.5 △413 ― △376 ― △478 ―

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 △4.38 ―
22年3月期第3四半期 △30.12 ―

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 15,147 7,534 49.7 474.22
22年3月期 16,762 7,714 46.0 485.56

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,534百万円 22年3月期  7,714百万円

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 ― 6.00 6.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 6.00

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  有   

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 29,440 △5.6 105 69.4 143 41.6 278 ― 17.50



(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。 

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。

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 16,905,000株 22年3月期  16,905,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,017,148株 22年3月期  1,016,108株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,888,350株 22年3月期3Q  15,889,811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わが国の経済は、景気が緩やかに回復しつつあるものの、企業収益改善など

の動きが足踏み状態となっており、公共投資は減少し、失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況で推移

しました。 

 情報通信分野においては、光化、IP化を中心としたブロードバンド通信の進展に伴い、映像系新サービスの拡大

や、地方自治体による地域情報化基盤整備事業などが着実な広がりを見せております。 

 また、総務省は、日本全国、全世帯に光ファイバー回線網を敷設し、国内のブロードバンド普及率100%を目指す

「光の道」構想を打ち出しており、ブロードバンドサービスの更なる普及促進と市場拡大による通信事業者間の料

金・サービスなどの競争が一層厳しさを増しております。 

このような状況下で、当社グループは施工効率の向上や各種コストの適正化及び施工管理機能強化等を目的と

した子会社の統合など各種施策に取組んでまいりましたが、工事繰延べによる売上高の減少や施工面を中心とした

コスト削減施策効果の遅れなどにより、業績回復には至りませんでした。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は23,296百万円（前年同期比0.8％増）、

売上高は18,998百万円（前年同期比9.6％減）、営業損失は342百万円（前年同期営業損失413百万円）、経常損失

は303百万円（前年同期経常損失376百万円）、当期純損失は69百万円（前年同期純損失478百万円）となりまし

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、15,147百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,614百万円の

減少となりました。その主な要因は、資産につきましては売上債権の減少2,825百万円等であり、負債につきまし

ては、仕入債務の減少425百万円及び未払金の減少1,172百万円等であります。また純資産につきましては、前連結

会計年度末に比べ180百万円減少し7,534百万円となり、自己資本比率は49.7％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成22年5月11日

公表の通期業績予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「通期業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四半期連結会計期間における、連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。 

  なお、同期間における、子会社の異動は次のとおりであります。 

① 当社の連結子会社である新栄和通信建設株式会社、株式会社共立建工、株式会社ネットワーク・エンジニア

リングは、平成22年10月１日に新栄和通信建設株式会社を存続会社として合併し、社名を株式会社ワコーシー

テックと変更いたしました。 

② 当社の連結子会社である東和通建株式会社と北関東メック株式会社は、平成22年11月１日に東和通建株式会

社を存続会社として合併し、社名を株式会社ワコーアイテックと変更いたしました。 

③ 当社の連結子会社である豊和建設株式会社は、平成22年６月７日の株主総会における解散決議に従い、平成 

 22年11月25日付で清算いたしました。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 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

られる場合は、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 棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

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、棚卸資産の簿価切下げに関して

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、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。  

③ 経過勘定項目の算定方法 

  合理的な算定方法による既算額で計上する方法によっております。 

④ 固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

⑤ 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場合は、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

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変更 

  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。 

  これによる損益への影響はありません。  

  

 表示方法の変更  

 （四半期連結損益計算書） 

 ① 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。  

 ② 前第３四半期連結累計期間において、特別損失に「有形固定資産売却損」「有形固定資産除却損」と掲記

していたものは、当第３四半期連結累計期間より「無形固定資産売却損」「無形固定資産除却損」が発生し

たため、あわせて「固定資産売却損」「固定資産除却損」に表示を変更しております。なお、当第３四半期

連結累計期間の「固定資産売却損」の内訳は「有形固定資産売却損」30千円、「無形固定資産売却損」4,085

千円であり、「固定資産除却損」の内訳は「有形固定資産除却損」16,954千円、「無形固定資産除却損」145

千円であります。  

   また、特別利益に「有形固定資産売却益」と掲記していたものは、当第３四半期連結累計期間より「固定資

産売却益」に表示を変更しております。なお、当第３四半期連結累計期間の「固定資産売却益」は「有形固定

資産売却益」380,694千円であります。 

  

（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 465,238 457,629

受取手形・完成工事未収入金 5,187,957 8,013,872

未成工事支出金 3,763,939 1,863,220

材料貯蔵品 127,925 93,531

繰延税金資産 254,795 181,566

その他 260,649 377,131

貸倒引当金 △3,030 △6,952

流動資産合計 10,057,474 10,979,999

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,374,796 1,557,698

機械・運搬具（純額） 48,579 70,333

土地 1,861,180 1,994,989

その他（純額） 99,355 150,802

有形固定資産計 3,383,911 3,773,823

無形固定資産   

その他 160,641 211,505

無形固定資産計 160,641 211,505

投資その他の資産   

投資有価証券 431,799 447,424

繰延税金資産 1,069,971 1,295,690

その他 57,711 73,491

貸倒引当金 △13,531 △19,916

投資その他の資産計 1,545,950 1,796,690

固定資産合計 5,090,503 5,782,019

資産合計 15,147,977 16,762,019

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,360,626 2,785,857

短期借入金 1,799,957 1,850,000

未払金 － 1,198,641

未払法人税等 17,912 27,596

未成工事受入金 282,986 53,818

賞与引当金 74,455 185,634

完成工事補償引当金 15,371 16,017

受注損失引当金 94,398 19,418

その他 383,201 391,757

流動負債合計 5,028,910 6,528,742



（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) 

固定負債   

退職給付引当金 2,431,965 2,359,570

役員退職慰労引当金 130,089 130,215

その他 22,644 28,565

固定負債合計 2,584,699 2,518,351

負債合計 7,613,610 9,047,094

純資産の部   

株主資本   

資本金 909,750 909,750

資本剰余金 306,531 306,531

利益剰余金 6,494,477 6,659,325

自己株式 △159,730 △159,568

株主資本合計 7,551,028 7,716,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,660 △1,113

評価・換算差額等合計 △16,660 △1,113

純資産合計 7,534,367 7,714,925

負債純資産合計 15,147,977 16,762,019



（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) 

完成工事高 21,024,369 18,998,114

完成工事原価 20,047,380 18,043,902

完成工事総利益 976,988 954,211

販売費及び一般管理費 1,390,043 1,297,100

営業損失（△） △413,054 △342,888

営業外収益   

受取利息 555 334

受取配当金 10,213 10,547

受取手数料 3,560 3,155

受取保険料 21,508 13,577

その他 5,557 16,100

営業外収益合計 41,396 43,715

営業外費用   

支払利息 4,826 3,692

その他 98 1,113

営業外費用合計 4,924 4,806

経常損失（△） △376,581 △303,978

特別利益   

有形固定資産売却益 7,831 －

固定資産売却益 － 380,694

ゴルフ会員権売却益 － 918

退職給付制度改定益 － 80,881

貸倒引当金戻入額 3,371 1,451

特別利益合計 11,203 463,945

特別損失   

有形固定資産売却損 186 －

固定資産売却損 － 4,116

有形固定資産除却損 434 －

固定資産除却損 － 17,100

投資有価証券評価損 1,340 －

ゴルフ会員権評価損 － 20

減損損失 － 32,309

特別損失合計 1,961 53,545

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（△）

△367,339 106,421

法人税、住民税及び事業税 24,283 23,366

法人税等調整額 87,936 152,568

法人税等合計 112,219 175,935

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △69,514

少数株主損失（△） △937 －

四半期純損失（△） △478,621 △69,514



 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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