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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災による部品供給網の寸断から立て直しが進み、

企業の生産活動は上向いてきたものの、電力供給の制約等により、不透明な状況が続いております。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、震災の影響による民間設備投資の抑制や公共投資の低迷が継続する

等、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループは首都圏営業の強化による受注拡大とコスト削減による利益

確保に重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は30億12百万円（前年同四半期比10.0％増）となりました。ま

た、利益面につきましては、営業損失は82百万円（前年同四半期は営業損失１億17百万円）、経常損失は70百万円

（前年同四半期は経常損失97百万円）、四半期純損失は55百万円（前年同四半期は四半期純損失75百万円）となり

ました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、第２四半期連結会計期間及び第４四

半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、また、利益につきましても、第２四半期連結会計期間及び第４

四半期連結会計期間に偏重し、各四半期連結会計期間の業績には季節的変動があります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、震災の復旧に関連した商品の売上が増加したことにより、売上高は17億55百

万円（前年同四半期比20.3％増）となりましたが、価格競争激化による販売単価の下落により、営業損失は46百万

円（前年同四半期は営業損失68百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、売上高は11億48百万円（前年同四半期比0.5％増）となり、営業利益は14百万円（前

年同四半期は営業損失19百万円）となりました。 

 工事事業における完成工事高は11億14百万円（前年同四半期比0.3％増）となり、新設工事が２億58百万円（同

23.0％減）、既設工事が５億14百万円（同21.4％増）、保守工事が３億41百万円（同3.0％減）となりました。ま

た、受注工事高は31億73百万円（同6.6％増）となり、新設工事が10億18百万円（同4.3％減）、既設工事が９億71

百万円（同47.3％増）、保守工事が11億83百万円（同5.5％減）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は１億８百万円（前年同四半期比19.7％減）となり、営業損失は０百

万円（前年同四半期は営業利益15百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状態 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて４億42百万円減

少し149億27百万円、負債の部は３億16百万円減少し67億72百万円、純資産の部は１億26百万円減少し81億54百万

円となりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、未成工事支出金が５億64百万円増加したことによ

るものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛金並びに営業未収入金の合計額

が11億６百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が２億50百万円、未成工事受入金が１

億97百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金

が５億25百万円、未払法人税等が２億13百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な減少要因といたしましては、利益剰余金が１億22百万円減少したことによるものであります。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表した公表数値に変更はあ

りません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結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。 

  

（退職給付引当金） 

 当社及び子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度

を設けておりましたが、このうち適格退職年金制度を平成23年４月１日付で確定給付企業年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,764,081 3,685,152

受取手形及び売掛金 5,297,729 4,104,887

営業未収入金 1,401,808 1,487,691

有価証券 20,576 20,581

商品 323,481 418,404

未成工事支出金 696,004 1,260,629

原材料及び貯蔵品 29,376 39,024

繰延税金資産 133,347 163,532

その他 93,108 87,422

貸倒引当金 △12,814 △12,469

流動資産合計 11,746,699 11,254,856

固定資産   

有形固定資産 1,672,995 1,688,734

無形固定資産 38,533 90,428

投資その他の資産   

投資有価証券 792,107 782,381

その他 1,130,852 1,122,121

貸倒引当金 △11,533 △11,382

投資その他の資産合計 1,911,426 1,893,120

固定資産合計 3,622,955 3,672,283

資産合計 15,369,654 14,927,139



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,656,490 4,131,245

短期借入金 1,135,000 1,385,000

未払法人税等 222,491 8,798

未成工事受入金 173,993 371,980

賞与引当金 210,394 121,460

役員賞与引当金 28,500 7,750

完成工事補償引当金 17,900 16,310

その他 234,093 272,739

流動負債合計 6,678,864 6,315,284

固定負債   

繰延税金負債 74,085 80,433

再評価に係る繰延税金負債 150,987 150,987

役員退職慰労引当金 149,240 122,522

その他 35,869 103,522

固定負債合計 410,182 457,466

負債合計 7,089,047 6,772,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 7,639,848 7,517,732

自己株式 △269,437 △269,437

株主資本合計 8,494,810 8,372,694

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 54,245 51,654

土地再評価差額金 △386,464 △386,464

その他の包括利益累計額合計 △332,218 △334,809

少数株主持分 118,016 116,503

純資産合計 8,280,607 8,154,388

負債純資産合計 15,369,654 14,927,139



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,737,474 3,012,384

売上原価 2,255,511 2,482,928

売上総利益 481,962 529,456

販売費及び一般管理費 599,014 611,743

営業損失（△） △117,051 △82,286

営業外収益   

受取配当金 9,590 10,472

受取賃貸料 6,349 4,877

負ののれん償却額 777 －

持分法による投資利益 1,954 －

その他 8,566 5,600

営業外収益合計 27,238 20,951

営業外費用   

支払利息 4,350 4,636

持分法による投資損失 － 2,160

その他 3,415 1,944

営業外費用合計 7,766 8,740

経常損失（△） △97,579 △70,076

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,616 －

特別利益合計 3,616 －

特別損失   

固定資産除却損 295 37

投資有価証券評価損 6,216 －

会員権評価損 900 －

特別損失合計 7,411 37

税金等調整前四半期純損失（△） △101,374 △70,113

法人税、住民税及び事業税 19,311 8,454

法人税等調整額 △44,270 △22,974

法人税等合計 △24,959 △14,519

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,415 △55,593

少数株主損失（△） △748 △257

四半期純損失（△） △75,666 △55,336



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,415 △55,593

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,673 △1,494

持分法適用会社に対する持分相当額 3,515 △1,109

その他の包括利益合計 △11,158 △2,604

四半期包括利益 △87,573 △58,198

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △86,805 △57,927

少数株主に係る四半期包括利益 △767 △270



 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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