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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 26,109 6.9 △323 ― △338 ― △340 ―

23年3月期第2四半期 24,418 △5.3 △472 ― △548 ― △436 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △542百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △637百万円 （―％）

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2四半期 △11.71 ―

23年3月期第2四半期 △15.00 ―

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2四半期 41,779 17,674 42.2 606.58
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2四半期  17,632百万円 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 103,855 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2Q 29,069,461 株 23年3月期2Q 29,073,683 株
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当第２四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落ち込んだ生産活動も
サプライチェーンの立て直しにより持ち直しの動きが見られたものの、電力供給の制約や原子力災害の
影響に加え、海外景気の下振れ懸念、為替相場や株価の変動リスクが存在するなど、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は、公共投資が総じて低調に推移するとともに、民間設備投資の建

築工事費予定額も概ね横ばいとなっており、企業間競争の激化など業界を取り巻く経営環境は厳しい状
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31,825百万円(前年同四半期比8.6％減)、売上高は26,109百万円(前年同四半期比6.9％増)となりま
した。 
利益につきましては、売上高の増加等により、営業損失は323百万円(前年同四半期は営業損失472百

万円)、経常損失は338百万円(前年同四半期は経常損失548百万円)、四半期純損失は340百万円(前年同
四半期は四半期純損失436百万円)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２四半期連結累計
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２四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4,227百万円
減少し、41,779百万円となりました。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3,302百万円減少し、24,104百万円とな

りました。これは主に、未払法人税等やその他の未払金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924百万円減少し、17,674百万

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
 (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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,600,673 5,093,519

受取手形及び売掛金 19,098,328 12,479,128

製品 1,705,806 2,062,323

仕掛品 480,031 618,655

原材料 2,497,460 2,280,025

未成工事支出金 3,329,212 4,766,995

その他 1,124,312 1,349,319

貸倒引当金 △93,248 △73,852

流動資産合計 32,742,577 28,576,115

固定資産

有形固定資産

土地 4,047,815 4,036,236

その他（純額） 2,671,103 2,613,073

有形固定資産合計 6,718,918 6,649,309

無形固定資産 1,585,096 1,656,194

投資その他の資産

その他 5,169,567 5,103,082

貸倒引当金 △209,373 △204,969

投資その他の資産合計 4,960,194 4,898,112

固定資産合計 13,264,209 13,203,616

資産合計 46,006,786 41,779,732

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,215,559 9,016,213

短期借入金 260,000 260,000

未払法人税等 880,076 88,992

役員賞与引当金 51,950 －

工事損失引当金 146,990 137,560

製品補償引当金 66,695 19,824

災害損失引当金 27,638 14,826

その他 8,645,936 6,712,593

流動負債合計 19,294,846 16,250,009

固定負債

長期借入金 1,530,000 1,400,000

退職給付引当金 5,258,617 5,183,032

役員退職慰労引当金 23,226 6,687

その他 1,301,168 1,265,191

固定負債合計 8,113,013 7,854,911

負債合計 27,407,859 24,104,920
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９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 13,031,406

自己株式 △52,269 △53,515

株主資本合計 20,224,267 19,504,598

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 △49,802

土地再評価差額金 △834,785 △834,785

為替換算調整勘定 △822,035 △987,781

その他の包括利益累計額合計 △1,673,934 △1,872,369

少数株主持分 48,593 42,582

純資産合計 18,598,926 17,674,811

負債純資産合計 46,006,786 41,779,732
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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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 24,418,731 26,109,235

売上原価 17,343,367 18,751,778

売上総利益 7,075,363 7,357,457

販売費及び一般管理費

給料及び手当 2,907,697 2,920,043

その他 4,640,382 4,760,658

販売費及び一般管理費合計 7,548,079 7,680,702

営業損失（△） △472,715 △323,244

営業外収益

受取利息 1,584 1,343

受取配当金 17,890 19,537

負ののれん償却額 1,772 1,638

貸倒引当金戻入額 － 24,892

その他 37,917 31,636

営業外収益合計 59,164 79,049

営業外費用

支払利息 15,412 17,435

持分法による投資損失 2,780 －

売上割引 14,191 24,299

その他 103,045 52,811

営業外費用合計 135,429 94,546

経常損失（△） △548,980 △338,741

特別利益

貸倒引当金戻入額 31,028 －

投資有価証券売却益 1,490 －

有形固定資産売却益 37 －

関係会社株式売却益 － 629

災害損失引当金戻入額 － 5,981

特別利益合計 32,556 6,611

特別損失

有形固定資産除却損 2,188 1,612

投資有価証券評価損 71,010 －

会員権評価損 1,700 －

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 － 101,445

特別損失合計 122,878 103,057

税金等調整前四半期純損失（△） △639,302 △435,188

法人税、住民税及び事業税 124,581 78,048

法人税等調整額 △316,307 △168,986

法人税等合計 △191,726 △90,937

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △447,576 △344,250

少数株主損失（△） △11,439 △3,753

四半期純損失（△） △436,137 △340,496
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △447,576 △344,250

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △70,085 △32,696

為替換算調整勘定 △120,299 △165,745

その他の包括利益合計 △190,385 △198,442

四半期包括利益 △637,961 △542,693

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △626,516 △538,931

少数株主に係る四半期包括利益 △11,444 △3,761
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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
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