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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 4,280 51.5 56 ― 61 ― 55 ―
24年3月期第1四半期 2,825 △12.8 △37 ― 0 △98.9 △5 ―

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

25年3月期第1四半期 4.64 ―
24年3月期第1四半期 △0.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 11,822 3,518 29.8
24年3月期 11,794 3,538 30.0
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,518百万円 24年3月期  3,538百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 10,000 74.4 120 ― 110 163.8 100 245.0 8.35
通期 20,000 28.0 380 40.2 360 16.0 300 5.0 25.06



(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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 12,000,000 株 24年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 28,746 株 24年3月期 28,546 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 11,971,321 株 24年3月期1Q 11,972,581 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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１四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の債務問題を背景とした世界的な景気減速や円高

の長期化、電力供給の制約などの要因により、依然として低調な状況で推移しました。 

このような状況のなかで、当社は、黒字安定経営の継続に向け諸施策に取り組み、さらなる業績の向

上を目指して事業活動を展開してまいりました。 

その結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、受注高は48億86百万円（前年同期比18.3％増）とな

り、完成工事高は42億80百万円（前年同期比51.5％増）となりました。損益面では、完成工事高が増加

したため、営業利益56百万円（前年同期は営業損失37百万円）、経常利益61百万円（前年同期は経常利

益0百万円）となり、四半期純利益55百万円（前年同期は四半期純損失5百万円）となりました。 

  

当第１四半期会計期間の資産合計は、前事業年度末に比べ28百万円増加し、118億22百万円となりま

した。主な増加理由は、現金預金の増加によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ48百万円増加し、83億4百万円となりました。主な増加理由は、支

払手形および電子記録債務の増加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20百万円減少し、35億18百万円となりました。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。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年４月26日の決算発表時に公表しました業績予想

に変更はありません。 

  

税金費用については、当第１四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計算してお

ります。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

  

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(注記事項)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

税金費用の計算

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,527,277 1,861,664

受取手形 1,626,204 1,315,303

完成工事未収入金 4,363,939 4,514,432

未成工事支出金 535,919 629,680

その他 349,821 156,714

貸倒引当金 △65,200 △63,100

流動資産合計 8,337,961 8,414,696

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,240,441 1,224,480

土地 1,720,752 1,720,752

その他（純額） 65,506 68,599

有形固定資産合計 3,026,699 3,013,832

無形固定資産 83,644 99,285

投資その他の資産   

その他 665,516 609,510

貸倒引当金 △319,557 △314,544

投資その他の資産合計 345,959 294,966

固定資産合計 3,456,304 3,408,083

資産合計 11,794,266 11,822,780

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,976,204 2,285,367

電子記録債務 383,106 816,873

工事未払金 3,032,853 2,301,924

未払法人税等 29,141 8,617

未成工事受入金 546,186 499,752

役員賞与引当金 9,404 －

賞与引当金 176,674 67,809

完成工事補償引当金 37,025 35,839

工事損失引当金 160,853 112,126

その他 308,574 571,146

流動負債合計 6,660,024 6,699,456

固定負債   

長期借入金 700,000 700,000

退職給付引当金 793,134 789,573

環境対策引当金 9,105 9,105

その他 93,491 106,348

固定負債合計 1,595,731 1,605,027

負債合計 8,255,756 8,304,483
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30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 1,540,228 1,535,945

自己株式 △5,932 △5,961

株主資本合計 3,510,546 3,506,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,963 12,061

評価・換算差額等合計 27,963 12,061

純資産合計 3,538,509 3,518,296

負債純資産合計 11,794,266 11,822,780
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

完成工事高 2,825,320 4,280,021

完成工事原価 2,552,170 3,914,267

完成工事総利益 273,150 365,753

販売費及び一般管理費 310,871 309,723

営業利益又は営業損失（△） △37,721 56,030

営業外収益   

受取配当金 2,237 2,515

不動産賃貸料 8,001 4,346

貸倒引当金戻入額 31,001 2,112

還付加算金 － 3,230

その他 5,921 1,636

営業外収益合計 47,161 13,840

営業外費用   

支払利息 2,631 2,597

不動産賃貸費用 3,945 4,617

その他 2,449 1,197

営業外費用合計 9,025 8,412

経常利益 414 61,459

税引前四半期純利益 414 61,459

法人税等 5,792 5,884

四半期純利益又は四半期純損失（△） △5,378 55,574
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当第１四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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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