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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 2,825 △12.8 △37 ― 0 △98.9 △5 ―
23年3月期第1四半期 3,241 11.9 18 △44.2 36 △28.7 0 △98.0

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

24年3月期第1四半期 △0.45 ―
23年3月期第1四半期 0.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 10,560 3,241 30.7
23年3月期 12,523 3,316 26.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,241百万円 23年3月期  3,316百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 8,000 △0.7 5 △97.9 20 △91.8 0 △100.0 0.00
通期 18,000 △0.2 145 △54.9 140 △58.4 100 △61.6 8.35



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.2「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 12,000,000 株 23年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 27,552 株 23年3月期 26,972 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,972,581 株 23年3月期1Q 11,975,288 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 
・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。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、円高・デフレに加え３月11日に発生した東日本大震災

の影響により生産・輸出・設備投資が減少し、依然として厳しい状況で推移しました。 

このような状況のなかで、当社は、受注計画達成等の目標に向け、事業活動を展開してまいりまし

た。 

その結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、受注高は41億31百万円（前年同期比22.3％増）とな

り、完成工事高は前年度の受注高が低調だったため28億25百万円（前年同期比12.8％減）となりまし

た。損益面では、完成工事高が減少したため、営業損失37百万円（前年同期は営業利益18百万円）、経

常利益0百万円（前年同期比98.9％減）となり、四半期純損失5百万円（前年同期は四半期純利益0百万

円）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ19億63百万円減少し105億60百万円となり

ました。主な減少理由は、完成工事未収入金の減少によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ18億88百万円減少し73億18百万円となりました。主な減少理由は、

工事未払金の減少によるものであります。 

純資産は、配当金の支払等により前事業年度末に比べ74百万円減少し、32億41百万円となりました。

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年４月27日の決算発表時に公表しました業績予想

に変更はありません。 

  

税金費用の計算 

当事業年度末の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用し

ております。 

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

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）追加情報
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,021,576 1,064,063

受取手形 1,060,037 1,791,014

完成工事未収入金 6,108,668 3,403,223

未成工事支出金 708,729 742,308

その他 144,255 86,037

貸倒引当金 △76,900 △55,200

流動資産合計 8,966,367 7,031,447

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,305,375 1,288,486

土地 1,720,934 1,720,752

その他（純額） 72,355 75,943

有形固定資産合計 3,098,666 3,085,182

無形固定資産 93,060 94,190

投資その他の資産

その他 739,204 709,634

貸倒引当金 △373,912 △360,111

投資その他の資産合計 365,291 349,523

固定資産合計 3,557,018 3,528,896

資産合計 12,523,386 10,560,344

負債の部

流動負債

支払手形 2,230,049 2,003,755

工事未払金 3,929,182 1,981,071

未払法人税等 31,289 9,247

未払消費税等 47,890 －

未成工事受入金 566,255 929,600

役員賞与引当金 6,510 －

賞与引当金 150,249 70,670

完成工事補償引当金 46,736 51,662

工事損失引当金 200,737 109,304

その他 338,233 503,292

流動負債合計 7,547,133 5,658,602

固定負債

長期借入金 700,000 700,000

退職給付引当金 820,909 824,473

環境対策引当金 9,105 9,105

その他 130,146 126,716

固定負債合計 1,660,162 1,660,295

負債合計 9,207,296 7,318,898
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,581,000 1,581,000

資本剰余金 395,250 395,250

利益剰余金 1,314,461 1,249,217

自己株式 △5,724 △5,801

株主資本合計 3,284,986 3,219,666

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 31,104 21,779

評価・換算差額等合計 31,104 21,779

純資産合計 3,316,090 3,241,446

負債純資産合計 12,523,386 10,560,344
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（２）四半期損益計算書

 第１四半期累計期間

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

完成工事高 3,241,156 2,825,320

完成工事原価 2,903,078 2,552,170

完成工事総利益 338,078 273,150

販売費及び一般管理費 319,471 310,871

営業利益又は営業損失（△） 18,606 △37,721

営業外収益

受取配当金 2,274 2,237

不動産賃貸料 － 8,001

貸倒引当金戻入額 17,817 31,001

賠償金未払戻入額 10,000 －

その他 2,230 5,921

営業外収益合計 32,322 47,161

営業外費用

支払利息 8,429 2,631

不動産賃貸費用 － 3,945

ゴルフ会員権評価損 3,600 －

その他 2,518 2,449

営業外費用合計 14,547 9,025

経常利益 36,382 414

特別損失

投資有価証券評価損 29,262 －

特別損失合計 29,262 －

税引前四半期純利益 7,119 414

法人税等 6,363 5,792

四半期純利益又は四半期純損失（△） 756 △5,378
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当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

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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