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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 5,881 △11.2 △365 ― 121 △3.0 176 △1.4

23年3月期第1四半期 6,621 19.9 △335 ― 125 ― 179 215.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 153百万円 （144.7％） 23年3月期第1四半期 62百万円 （―％）

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 6.94 ―

23年3月期第1四半期 7.04 ―

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 45,760 20,111 43.9
23年3月期 50,019 20,152 40.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  20,111百万円 23年3月期  20,152百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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) 20,400 12.4 190 27.0 1,120 △7.8 620 △35.6 24.35
通期 47,400 3.1 2,100 △17.8 3,760 △18.7 2,960 △10.7 116.27



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期財務諸表のレビュー手続が実施中であります。 

※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予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的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って異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 25,617,717 株 23年3月期 25,617,717 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 157,558 株 23年3月期 157,323 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 25,460,317 株 23年3月期1Q 25,462,844 株
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１．当四半期決算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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により、

資源価格の高騰や雇用情勢の改善に足踏みが続くなど、企業の経済活動が縮小傾向となったことから、景

気の先行きについては不透明な状況が続いております。 

建設業界におきましては、東日本大震災による復興需要は期待されるものの、公共設備投資は引き続き

低水準で推移し、民間設備投資についても企業の建設投資が総じて低調に推移したことから、依然として

受注・価格競争は厳しい環境で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループの当第１四半期の連結業績につきましては、受注高は 75 億８千 1

百万円（対前年同期比 10.7％増）、売上高は 58 億８千１百万円（対前年同期比 11.2％減）となりました。 

利益につきましては、経営の効率化を推進し、収益の向上に努めましたが、営業損益は３億６千５百万

円の営業損失（前年同期は３億３千５百万円の営業損失）、経常損益は１億２千１百万円の経常利益（前年

同期は１億２千５百万円の経常利益）、四半期純損益は１億７千６百万円の四半期純利益（前年同期は１億

７千９百万円の四半期純利益）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
   当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、未成工事支出金で24億７千２百万円の増加等、

受取手形・完成工事未収入金等で 65 億６千７百万円の減少等があり、前連結会計年度末に比べ 42 億５千

８百万円減少し、457 億６千万円となりました。 

負債につきましては、支払手形・工事未払金等で 21 億８千万円の減少等により、前連結会計年度末に

比べ 42 億１千７百万円減少し、256 億４千９百万円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金で１千７百万円の減少等、その他有価証券評価差額金で２千３百万

円の減少等があり、前連結会計年度末に比べ４千万円減少し、201 億１千１百万円となりました。 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 
   平成 24 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 23 年５月 12 日に公表いたしました連結業績予

想に変更はありません。 

   
２．サマリー情報（その他）に関する事項 
 
（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）会計処理の変更・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。 
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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）

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   

現金預金 3,203,319 2,756,519

受取手形・完成工事未収入金等 18,511,277 11,943,409

未成工事支出金 3,616,969 6,089,384

商品及び製品 23,291 33,437

仕掛品 9,854 10,576

材料貯蔵品 226,908 281,252

繰延税金資産 662,064 828,954

その他 345,057 363,516

貸倒引当金 △11,033 △6,934

流動資産合計 26,587,711 22,300,116

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,662,637 4,593,212

機械・運搬具（純額） 137,364 172,210

工具器具・備品（純額） 103,819 99,040

土地 9,505,100 9,398,634

リース資産（純額） 764,756 725,495

建設仮勘定 212,100 224,175

有形固定資産合計 15,385,780 15,212,768

無形固定資産 196,836 259,459

投資その他の資産   

投資有価証券 7,377,455 7,467,074

その他 484,589 534,491

貸倒引当金 △13,237 △12,975

投資その他の資産合計 7,848,806 7,988,590

固定資産合計 23,431,423 23,460,819

資産合計 50,019,134 45,760,935
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（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・工事未払金等 9,164,450 6,983,762

短期借入金 2,422,000 3,012,000

未払法人税等 762,268 19,847

未成工事受入金 3,517,255 3,369,482

完成工事補償引当金 2,555 1,475

災害損失引当金 32,035 34,812

賞与引当金 1,209,466 381,799

その他 1,575,032 1,161,356

流動負債合計 18,685,064 14,964,536

固定負債   

長期借入金 1,792,000 1,686,000

退職給付引当金 4,867,443 4,869,567

役員退職慰労引当金 141,412 87,018

負ののれん 3,580,697 3,282,306

その他 800,463 760,415

固定負債合計 11,182,016 10,685,307

負債合計 29,867,081 25,649,843

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,430,962 1,430,962

資本剰余金 3,188,408 3,188,408

利益剰余金 15,276,870 15,259,306

自己株式 △51,654 △51,741

株主資本合計 19,844,586 19,826,935

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 307,467 284,156

その他の包括利益累計額合計 307,467 284,156

純資産合計 20,152,053 20,111,091

負債純資産合計 50,019,134 45,760,935
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（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 6,621,063 5,881,567

売上原価 6,063,563 5,422,462

売上総利益 557,499 459,105

販売費及び一般管理費 892,921 824,384

営業損失（△） △335,421 △365,279

営業外収益   

受取利息 542 855

受取配当金 49,370 48,762

不動産賃貸料 48,643 38,213

経営指導料 9,269 6,033

負ののれん償却額 298,391 298,391

持分法による投資利益 101,146 142,436

その他 39,970 35,165

営業外収益合計 547,334 569,859

営業外費用   

支払利息 22,588 21,076

不動産賃貸費用 61,088 59,208

その他 2,734 2,599

営業外費用合計 86,410 82,884

経常利益 125,501 121,694

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,972 －

その他 1,069 －

特別利益合計 13,041 －

特別損失   

減損損失 － 116,206

災害損失引当金繰入額 － 16,800

投資有価証券評価損 52,174 15,238

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,337 －

その他 367 1,151

特別損失合計 72,879 149,397

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（△）

65,664 △27,702

法人税、住民税及び事業税 35,381 8,835

法人税等調整額 △149,000 △213,244

法人税等合計 △113,619 △204,409

少数株主損益調整前四半期純利益 179,283 176,706

四半期純利益 179,283 176,706
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 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利益 179,283 176,706

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105,470 △23,748

持分法適用会社に対する持分相当額 △11,112 438

その他の包括利益合計 △116,583 △23,310

四半期包括利益 62,700 153,396

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,700 153,396

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 該当事項はありません。

４.　補足情報

部門別受注工事高及び売上高

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)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

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)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

％

57.9

受注工事高 売　上　高

平成23年3月期

第１四半期

前年同四半期

構成比率

％

第１四半期

100.0

7.8

5,881,567

送 電 線 設 備 426,844

小　　　　　計

合 計 7,581,565 100.0 合 計

707,918 9.3

5,425,420

6.5

兼 業 売 上

送 電 線 設 備

456,146

7.3

92.2

屋内外電気設備 385,405

構成比率

777,451

当四半期

鉄 道 電 気 設 備 3,829,017

平成23年3月期

千円

前年同四半期

屋内外電気設備 543,111 7.2

千円

道 路 設 備 1,977,969 26.1

鉄 道 電 気 設 備

13.2

売　上　高

千円 ％

3,835,720 65.2

道 路 設 備

構成比率

4,352,565 57.4 鉄 道 電 気 設 備

千円 ％

平成24年3月期

第１四半期

受注工事高

当四半期

構成比率平成24年3月期

第１四半期

2,208,866 32.2

鉄 道 電 気 設 備 3,908,496 57.1

道 路 設 備 934,093 14.1

屋内外電気設備 391,970 5.7 屋内外電気設備 584,578 8.8

道 路 設 備

11.8

小 計 6,131,237 92.6

送 電 線 設 備 341,813 5.0 送 電 線 設 備 783,549

兼 業 売 上 489,826 7.4

合 計 6,851,145 100.0 合 計 6,621,063 100.0
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