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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 9,078 △26.7 5 △98.0 74 △72.3 55 △73.7
23年3月期第3四半期 12,389 22.6 276 67.9 269 63.1 212 44.6

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3四半期 4.67 ―
23年3月期第3四半期 17.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 10,170 3,286 32.3
23年3月期 12,523 3,316 26.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,286百万円 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 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 3.00 3.00

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、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  ：  有   

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 17,000 △5.8 160 △50.2 200 △40.6 170 △34.7 14.20



(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3Q 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3Q 28,546 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3Q 11,972,077 株 23年3月期3Q 11,974,874 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、円高の定着や東日本大震災の影響等により経済活動が

落ち込み、景気は先行き不透明な状況のまま推移しました。 

建設業界におきましても、震災復興予算成立の遅れや被災地以外でも設備投資の低迷、価格競争の激

化等により、総じて厳しい経営環境でした。  

このような状況の中で、当社は、受注目標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、受注高につきましては、120億2百万円（前年同期比19.4％増）となりました。工事種別では、

一般ビル工事は、厚生・福祉施設の増加により85億22百万円（前年同期比20.1％増）、産業施設工事お

よび電気工事は工場関連施設工事等の増加によりそれぞれ28億58百万円（前年同期比20.9％増）、6億

21百万円（前年同期比5.2％増）となりました。 

完成工事高につきましては、90億78百万円（前年同期比26.7％減）となりました。工事種別では、一

般ビル工事は交通施設工事の減少により68億14百万円（前年同期比30.3％減）、産業施設工事および電

気工事は工場関連施設工事の減少により、それぞれ17億18百万円（前年同期比15.3％減）、5億45百万

円（前年同期比6.6％減）となりました。 

損益面につきましては、完成工事高減少により、第３四半期累計期間の経常利益は74百万円（前年同

期比72.3％減）、四半期純利益は55百万円（前年同期比73.7％減）となりました。 

  

当第３四半期会計期間の資産合計は、前事業年度末に比べ23億53百万円減少し、101億70百万円とな

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23億23百万円減少し、68億83百万円となりました。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。  

純資産合計は、前事業年度末に比べ29百万円減少し、32億86百万円となりました。主な減少理由は、

その他有価証券評価差額金の減少によるものであります。  

  

業績予想につきましては、平成23年4月27日発表の予想を修正いたしました。詳細につきましては、

本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

税金費用の計算 

税金費用の算定については、当第３四半期会計期間を含む事業年度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算定

しております。 

  

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３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,021,576 811,794

受取手形 1,060,037 1,865,594

完成工事未収入金 6,108,668 2,527,659

未成工事支出金 708,729 1,333,188

その他 144,255 230,711

貸倒引当金 △76,900 △47,400

流動資産合計 8,966,367 6,721,548

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,305,375 1,254,834

土地 1,720,934 1,720,752

その他（純額） 72,355 67,388

有形固定資産合計 3,098,666 3,042,975

無形固定資産 93,060 83,849

投資その他の資産

その他 739,204 635,708

貸倒引当金 △373,912 △313,727

投資その他の資産合計 365,291 321,981

固定資産合計 3,557,018 3,448,806

資産合計 12,523,386 10,170,355

負債の部

流動負債

支払手形 2,230,049 2,177,749

工事未払金 3,929,182 1,581,089

未払法人税等 31,289 20,926

未払消費税等 47,890 －

未成工事受入金 566,255 1,059,596

役員賞与引当金 6,510 －

賞与引当金 150,249 67,036

完成工事補償引当金 46,736 46,022

工事損失引当金 200,737 116,040

その他 338,233 198,896

流動負債合計 7,547,133 5,267,358

固定負債

長期借入金 700,000 700,000

退職給付引当金 820,909 823,957

環境対策引当金 9,105 9,105

その他 130,146 83,365

固定負債合計 1,660,162 1,616,428

負債合計 9,207,296 6,883,786
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31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 1,310,506

自己株式 △5,724 △5,932

株主資本合計 3,284,986 3,280,823

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 31,104 5,744

評価・換算差額等合計 31,104 5,744

純資産合計 3,316,090 3,286,568

負債純資産合計 12,523,386 10,170,355
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

完成工事高 12,389,756 9,078,431

完成工事原価 11,198,637 8,183,029

完成工事総利益 1,191,118 895,401

販売費及び一般管理費 915,097 889,769

営業利益 276,020 5,632

営業外収益

受取配当金 3,727 3,671

不動産賃貸料 12,395 15,694

貸倒引当金戻入額 4,189 63,185

賠償金未払戻入額 10,000 －

その他 3,205 12,872

営業外収益合計 33,518 95,423

営業外費用

支払利息 19,157 8,255

不動産賃貸費用 7,976 11,048

その他 12,916 7,146

営業外費用合計 40,050 26,450

経常利益 269,487 74,605

特別損失

投資有価証券評価損 37,566 －

特別損失合計 37,566 －

税引前四半期純利益 231,921 74,605

法人税等 19,242 18,695

四半期純利益 212,678 55,910
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 当第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

 当第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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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