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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 40,414 8.1 △454 ― △473 ― △697 ―
23年3月期第3四半期 37,380 △2.0 △165 ― △242 ― △301 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △802百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △507百万円 （―％）

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3四半期 △23.98 ―
23年3月期第3四半期 △10.35 ―

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3四半期 42,748 17,414 40.6 597.46
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3四半期  17,366百万円 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3Q 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3Q 104,320 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3Q 29,068,930 株 23年3月期3Q 29,073,277 株
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当第３四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る経済活動の停滞から緩
やかに回復の動きが見られるものの、欧州における債務危機や円高の長期化などの影響により、国内景
気の先行きに対する不透明感が、払拭できない状況のなかで推移いたしました。 
防災・情報通信業界におきましては、公共投資や民間設備投資の建設投資は下げ止まりつつあるもの

の依然として低調であり、業界を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。 
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45,809百万円(前年同四半期比3.2％減)、売上高は40,414百万円(前年同四半期比8.1％増)となりま
した。 
利益につきましては、売上高は増加したものの、価格競争の激化にともなう原価率悪化の影響を受

け、営業損失は454百万円(前年同四半期は営業損失165百万円)、経常損失は473百万円(前年同四半期は
経常損失242百万円)となりました。 
また、法人税率引下げに関連する法律が公布されたことに伴い、繰延税金資産の一部を取崩した結

果、四半期純損失は697百万円(前年同四半期は四半期純損失301百万円)となりました。 
なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の

割合が大きいため、第４四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著し
い相違があり、業績に季節的変動があります。 

  

当第３四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3,258百万円
減少し、42,748百万円となりました。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2,074百万円減少し、25,333百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が増加したものの、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1,184百万円減少し、17,414百

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,600,673 3,958,215

受取手形及び売掛金 19,098,328 13,709,549

製品 1,705,806 2,014,993

仕掛品 480,031 635,488

原材料 2,497,460 2,402,220

未成工事支出金 3,329,212 5,493,429

その他 1,124,312 1,388,293

貸倒引当金 △93,248 △73,401

流動資産合計 32,742,577 29,528,789

固定資産

有形固定資産

土地 4,047,815 4,036,067

その他（純額） 2,671,103 2,629,397

有形固定資産合計 6,718,918 6,665,465

無形固定資産 1,585,096 1,990,386

投資その他の資産

その他 5,169,567 4,767,790

貸倒引当金 △209,373 △204,270

投資その他の資産合計 4,960,194 4,563,519

固定資産合計 13,264,209 13,219,371

資産合計 46,006,786 42,748,160

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,215,559 10,357,695

短期借入金 260,000 298,870

未払法人税等 880,076 28,229

役員賞与引当金 51,950 －

工事損失引当金 146,990 78,841

製品補償引当金 66,695 16,422

災害損失引当金 27,638 4,826

その他 8,645,936 6,910,976

流動負債合計 19,294,846 17,695,860

固定負債

長期借入金 1,530,000 1,335,000

退職給付引当金 5,258,617 5,161,573

役員退職慰労引当金 23,226 7,300

その他 1,301,168 1,133,922

固定負債合計 8,113,013 7,637,795

負債合計 27,407,859 25,333,656
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 12,674,555

自己株式 △52,269 △53,691

株主資本合計 20,224,267 19,147,571

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 △101,397

土地再評価差額金 △834,785 △704,571

為替換算調整勘定 △822,035 △974,680

その他の包括利益累計額合計 △1,673,934 △1,780,649

少数株主持分 48,593 47,581

純資産合計 18,598,926 17,414,503

負債純資産合計 46,006,786 42,748,160
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

売上高 37,380,380 40,414,373

売上原価 26,268,082 29,519,460

売上総利益 11,112,298 10,894,913

販売費及び一般管理費

給料及び手当 4,356,427 4,357,104

その他 6,921,126 6,992,404

販売費及び一般管理費合計 11,277,553 11,349,508

営業損失（△） △165,255 △454,595

営業外収益

受取利息 2,325 1,994

受取配当金 29,133 35,200

持分法による投資利益 17 －

負ののれん償却額 2,658 2,123

貸倒引当金戻入額 － 24,422

その他 45,575 46,183

営業外収益合計 79,710 109,924

営業外費用

支払利息 24,509 25,594

売上割引 18,975 30,829

その他 113,869 72,176

営業外費用合計 157,353 128,600

経常損失（△） △242,899 △473,271

特別利益

貸倒引当金戻入額 29,642 －

投資有価証券売却益 1,490 986

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 31,170 7,597

特別損失

有形固定資産除却損 16,273 3,222

投資有価証券評価損 67,860 260

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 － 103,941

その他 1,700 0

特別損失合計 133,813 107,425

税金等調整前四半期純損失（△） △345,541 △573,099

法人税、住民税及び事業税 186,448 70,780

法人税等調整額 △223,599 52,222

法人税等合計 △37,151 123,002

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △308,390 △696,102

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,318 1,245

四半期純損失（△） △301,071 △697,348
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △308,390 △696,102

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,179 △84,292

土地再評価差額金 － 130,214

為替換算調整勘定 △184,656 △152,645

その他の包括利益合計 △198,835 △106,723

四半期包括利益 △507,225 △802,825

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △499,905 △804,063

少数株主に係る四半期包括利益 △7,320 1,238
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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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