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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 14,494 △2.3 △656 ― △473 ― △411 ―
24年3月期第1四半期 14,832 20.9 △308 ― △130 ― △205 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △602百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △352百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △6.69 ―
24年3月期第1四半期 △3.34 ―

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 150,196 95,950 59.4
24年3月期 167,449 97,295 54.1
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  89,219百万円 24年3月期  90,618百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 12.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 159,000 5.4 10,430 7.9 11,080 4.4 6,120 30.1 99.52



(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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 65,337,219 株 24年3月期 65,337,219 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,842,322 株 24年3月期 3,840,512 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 61,495,444 株 24年3月期1Q 61,517,351 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 当社グループの業績の特性として、販売費及び一般管理費等の固定費は１年を通じて恒常的に   

発生するものの、売上高は第４四半期に集中する季節的要因があります。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 12,849 13,104

受取手形・完成工事未収入金等 60,730 17,162

有価証券 8,999 23,790

未成工事支出金等 22,252 35,154

繰延税金資産 2,903 3,050

その他 2,340 1,575

貸倒引当金 △63 △27

流動資産合計 110,013 93,811

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 15,187 15,064

土地 12,789 12,750

その他（純額） 3,074 3,047

有形固定資産合計 31,052 30,862

無形固定資産 3,208 3,104

投資その他の資産   

投資有価証券 19,062 18,150

繰延税金資産 3,067 3,236

その他 1,085 1,072

貸倒引当金 △41 △41

投資その他の資産合計 23,174 22,418

固定資産合計 57,435 56,385

資産合計 167,449 150,196

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 37,945 26,493

短期借入金 480 360

未払法人税等 3,158 127

未成工事受入金 4,123 6,335

完成工事補償引当金 32 31

工事損失引当金 2,418 2,210

賞与引当金 3,919 1,505

役員賞与引当金 55 6

その他 4,233 3,316

流動負債合計 56,367 40,388

固定負債   

退職給付引当金 12,646 12,792

役員退職慰労引当金 217 198

その他 921 866

固定負債合計 13,786 13,856

負債合計 70,153 54,245
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,494 8,494

資本剰余金 7,792 7,792

利益剰余金 74,513 73,363

自己株式 △1,763 △1,764

株主資本合計 89,036 87,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,582 1,335

その他の包括利益累計額合計 1,582 1,335

少数株主持分 6,676 6,730

純資産合計 97,295 95,950

負債純資産合計 167,449 150,196
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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：百万円）

前第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) 

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

完成工事高 14,832 14,494

完成工事原価 12,562 12,526

完成工事総利益 2,269 1,967

販売費及び一般管理費 2,578 2,624

営業損失（△） △308 △656

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 224 227

その他 39 49

営業外収益合計 266 282

営業外費用   

支払利息 0 0

持分法による投資損失 88 99

その他 － 0

営業外費用合計 88 100

経常損失（△） △130 △473

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

投資有価証券評価損 26 －

固定資産除売却損 16 20

特別損失合計 42 20

税金等調整前四半期純損失（△） △169 △494

法人税等 △41 △142

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △127 △351

少数株主利益 77 59

四半期純損失（△） △205 △411
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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：百万円)

前第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) 

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △127 △351

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △223 △247

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △2

その他の包括利益合計 △224 △250

四半期包括利益 △352 △602

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △430 △659

少数株主に係る四半期包括利益 78 57
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

４．補足情報 

   ①受注高                                 （単位 百万円） 

 
  ②売上高                                    （単位 百万円） 

 
（注）１．「②売上高」の「その他」は、不動産業及びビル総合管理等の関連事業、ソフトウェアの開 

     発及び電気設備の設計等を表示しており、「①受注高」の「その他」には、不動産の賃貸・  

     管理等は含まれておりません。 

   ２．記載金額は消費税等抜きで表示しております。 

（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

（１）部門別受注・売上高（連結）

区   分
前第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) 

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

比較増減 
比較増減率
（％） 

鉄道電気工事 19,371 19,387 16 0.1 

一般電気工事 6,614 7,363 749 11.3 

情報通信工事 4,566 5,131 565 12.4 

そ の 他 432 271 △160 △37.1

合   計 30,983 32,155 1,171 3.8 

区   分
前第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) 

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

比較増減 
比較増減率
（％） 

鉄道電気工事 8,400 9,470 1,069 12.7 

一般電気工事 4,460 3,154 △1,306 △29.3

情報通信工事 1,495 1,425 △70 △4.7

そ の 他 475 444 △31 △6.5

合   計 14,832 14,494 △338 △2.3
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