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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 12,223 8.5 △470 ― △473 ― △357 ―

23年3月期第1四半期 11,260 △2.8 △713 ― △731 ― △483 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △404百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △663百万円 （―％）

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 △12.29 ―

23年3月期第1四半期 △16.62 ―

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

24年3月期第1四半期 42,237 17,813 42.1 611.21
23年3月期 46,006 18,598 40.3 638.09

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  17,767百万円 23年3月期  18,550百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 13.00 13.00

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) 23,000 △5.8 △700 ― △800 ― △700 ― △24.08

通期 59,000 △3.0 2,200 △18.1 2,200 △15.9 900 △31.1 30.96



(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きの対象外であります。 
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連結財務諸表のレビュー手続き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)２ページ「１．当四半期に関する定性的情報 (3)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

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 29,172,000 株 23年3月期 29,172,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 102,375 株 23年3月期 100,741 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 29,070,337 株 23年3月期1Q 29,074,002 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況が続くな
か、サプライチェーンの立て直しや生産活動が徐々に回復に向かいつつあることなどから一部に上向き
の動きがみられるものの、電力供給の制約や原子力災害及び雇用状況の悪化等、先行き不透明な状況で
推移いたしました。 
防災・情報通信業界におきましても、公共事業全体の設備投資は依然として抑制傾向にあり、民間設

備投資も低調に推移するなど、業界を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況のなかで推移いたしまし
た。 
このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりました結果、受注

高は16,609百万円(前年同四半期比1.5％増)、売上高は12,223百万円(前年同四半期比8.5％増)といずれ
も前年同四半期を上回る結果となりました。 
利益につきましては、売上高の増加や経費の削減等により、営業損失は470百万円（前年同四半期は

営業損失713百万円）、経常損失は473百万円（前年同四半期は経常損失731百万円）、四半期純損失は
357百万円（前年同四半期は四半期純損失483百万円）と赤字幅が縮小いたしました。 
なお、当社グループの属する建設事業の特性として、例年上半期に比べ下半期に完成する工事の割合

が大きく、特に第４四半期に売上高が集中するという季節的要因があることから、第１四半期連結累計
期間の売上高が通期の売上高に占める割合は低くなっております。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ3,768百万円
減少し、42,237百万円となりました。これは主に、未成工事支出金が増加したものの、受取手形及び売
掛金が減少したこと等によるものであります。 
負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ2,983百万円減少し、24,424百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したこと等によるものであります。
また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ785百万円減少し、17,813百万

円となりました。これは主に、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 

  

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、現時点において平成23年
５月13日に公表いたしました業績予想数値に変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

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

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

 (3) 連結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
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３．四半期連結財務諸表等

 (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 4,600,673 4,874,003

受取手形及び売掛金 19,098,328 13,880,489

製品 1,705,806 1,939,350

仕掛品 480,031 704,411

原材料 2,497,460 2,394,434

未成工事支出金 3,329,212 3,816,849

その他 1,124,312 1,428,364

貸倒引当金 △93,248 △78,359

流動資産合計 32,742,577 28,959,544

固定資産

有形固定資産

土地 4,047,815 4,044,344

その他（純額） 2,671,103 2,620,118

有形固定資産合計 6,718,918 6,664,462

無形固定資産 1,585,096 1,629,821

投資その他の資産

その他 5,169,567 5,198,944

貸倒引当金 △209,373 △214,840

投資その他の資産合計 4,960,194 4,984,103

固定資産合計 13,264,209 13,278,387

資産合計 46,006,786 42,237,931

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,215,559 8,776,870

短期借入金 260,000 260,000

未払法人税等 880,076 60,070

役員賞与引当金 51,950 －

工事損失引当金 146,990 128,739

製品補償引当金 66,695 53,980

災害損失引当金 27,638 37,264

その他 8,645,936 7,177,847

流動負債合計 19,294,846 16,494,773

固定負債

長期借入金 1,530,000 1,465,000

退職給付引当金 5,258,617 5,171,639

役員退職慰労引当金 23,226 18,159

その他 1,301,168 1,274,611

固定負債合計 8,113,013 7,929,410

負債合計 27,407,859 24,424,183
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 13,749,829 13,014,587

自己株式 △52,269 △52,940

株主資本合計 20,224,267 19,488,354

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △17,113 △8,905

土地再評価差額金 △834,785 △834,785

為替換算調整勘定 △822,035 △876,849

その他の包括利益累計額合計 △1,673,934 △1,720,539

少数株主持分 48,593 45,932

純資産合計 18,598,926 17,813,747

負債純資産合計 46,006,786 42,237,931
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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 11,260,452 12,223,077

売上原価 8,089,898 8,814,667

売上総利益 3,170,554 3,408,409

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,473,534 1,493,744

その他 2,410,411 2,385,179

販売費及び一般管理費合計 3,883,946 3,878,923

営業損失（△） △713,391 △470,513

営業外収益

受取利息 854 715

受取配当金 16,688 18,192

負ののれん償却額 886 886

その他 20,486 29,513

営業外収益合計 38,915 49,308

営業外費用

支払利息 6,728 8,821

持分法による投資損失 1,315 －

売上割引 8,231 18,656

その他 40,322 24,998

営業外費用合計 56,597 52,475

経常損失（△） △731,073 △473,681

特別利益

貸倒引当金戻入額 20,305 －

投資有価証券売却益 200 －

関係会社株式売却益 － 629

災害損失引当金戻入額 － 5,859

特別利益合計 20,505 6,489

特別損失

有形固定資産除却損 1,889 －

会員権評価損 1,600 1,600

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 47,979 －

災害による損失 － 83,894

特別損失合計 51,468 85,494

税金等調整前四半期純損失（△） △762,036 △552,686

法人税、住民税及び事業税 48,713 35,098

法人税等調整額 △324,518 △230,059

法人税等合計 △275,804 △194,961

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △486,231 △357,725

少数株主損失（△） △2,825 △409

四半期純損失（△） △483,406 △357,316
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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損失（△） △486,231 △357,725

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △96,186 8,206

為替換算調整勘定 △80,818 △54,813

その他の包括利益合計 △177,005 △46,606

四半期包括利益 △663,237 △404,332

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △660,408 △403,921

少数株主に係る四半期包括利益 △2,828 △411
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 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

ホーチキ株式会社(6745)　 平成24年３月期　 第１四半期決算短信

7




