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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 1,222 △4.1 △226 ― △213 ― △136 ―

24年3月期第1四半期 1,274 13.8 △361 ― △349 ― △213 ―

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 △26.45 ―

24年3月期第1四半期 △41.21 ―

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

25年3月期第1四半期 7,567 5,108 67.5 987.98
24年3月期 8,655 5,377 62.1 1,039.90

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,108百万円 24年3月期  5,377百万円

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 ― 25.00 25.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 25.00 25.00

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) 3,000 0.8 △400 ― △385 ― △250 ― △48.35

通期 10,000 5.9 600 △14.4 630 △14.6 360 △4.2 69.62



(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「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」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「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （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   ：  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 5,205,000 株 24年3月期 5,205,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 34,287 株 24年3月期 34,287 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,170,713 株 24年3月期1Q 5,171,478 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
四半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。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、添付資料Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 
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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 

 当第１四半期累計期間における当社を取り巻く環境は、東日本大震災からの復興需要を中心に公

共投資が増加し、また、民間の設備投資意欲も改善がみられるなど、緩やかな回復過程にありまし

た。 

 こうした状況の下、当社は引き続き調査業務、提案営業を積極的に展開し、電力を中心とした復

旧需要に応えるとともに、新たな需要の掘り起こしに努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期累計期間におきましては、受注の立ち上がりが早く、震災の影響などから

今期に繰り延べられた大型案件や見込案件の早期出件もあり、受注高は前年同期に比べ 523 百万円

増の1,950百万円となり、売上高は前年同期並みの1,222百万円、受注残高は同611百万円増の2,386

百万円となりました。 

 損益面では、売上高が第４四半期会計期間に偏る事業特性から、当第 1 四半期累計期間経常損失

は 213 百万円（前年同期比 136 百万円増益）となり、四半期純損失は 136 百万円（同 76 百万円増益）

となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 1,087 百万円減の 7,567 百万円と

なりました。主な減少要因は完成工事未収入金及び売掛金の減 1,995 百万円、現金預金の減 272 百

万円であり、主な増加要因は関係会社預け金の増 805 百万円、未成工事支出金の増 192 百万円であ

ります。 

 負債につきましては、同 819 百万円減の 2,459 百万円となりました。主な減少要因は支払手形及

び工事未払金の減 368 百万円、流動負債その他に含まれる未払法人税等及び未払消費税等の減 418

百万円、賞与引当金の減 160 百万円であります。 

 純資産につきましては、同 268 百万円減の 5,108 百万円となりました。これは主に四半期純損失

136 百万円と剰余金の配当 129 百万円による利益剰余金の減少 266 百万円によるものであります。 

 
（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年 5月 14 日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 

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 

税金費用につきましては、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

算する方法によっております。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （減価償却方法の変更） 

  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、改正後の法人税率に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

 



   
 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

  該当事項はありません。 



４．四半期財務諸表 
（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 629,362 357,257

受取手形 527,756 531,288

完成工事未収入金 3,364,324 1,656,465

売掛金 580,742 293,211

商品及び製品 213,547 310,746

未成工事支出金 105,723 298,649

材料貯蔵品 64,807 53,680

繰延税金資産 160,480 243,164

関係会社預け金 2,038,519 2,844,022

その他 54,129 56,179

貸倒引当金 △1,341 △744

流動資産合計 7,738,050 6,643,920

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 210,674 207,961

その他（純額） 218,534 226,704

有形固定資産合計 429,208 434,666

無形固定資産 24,481 27,436

投資その他の資産   

繰延税金資産 245,888 247,245

その他 226,165 221,923

貸倒引当金 △8,537 △7,614

投資その他の資産合計 463,516 461,555

固定資産合計 917,206 923,657

資産合計 8,655,257 7,567,578

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,160,331 954,792

工事未払金 429,040 265,614

未成工事受入金 15,539 63,360

完成工事補償引当金 11,867 11,851

工事損失引当金 14,533 42,685

賞与引当金 270,000 110,000

役員賞与引当金 30,000 －

その他 720,035 369,819

流動負債合計 2,651,347 1,818,122

固定負債   

退職給付引当金 561,710 579,505



（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) 

役員退職慰労引当金 39,345 35,452

資産除去債務 25,814 25,930

固定負債合計 626,870 640,888

負債合計 3,278,217 2,459,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,350 866,350

資本剰余金 753,385 753,385

利益剰余金 3,763,511 3,497,489

自己株式 △17,961 △17,961

株主資本合計 5,365,284 5,099,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,755 9,305

評価・換算差額等合計 11,755 9,305

純資産合計 5,377,039 5,108,567

負債純資産合計 8,655,257 7,567,578



（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) 

売上高   

完成工事高 931,713 988,206

製品等売上高 342,587 234,299

売上高合計 1,274,300 1,222,505

売上原価   

完成工事原価 1,023,614 922,511

製品等売上原価 199,487 123,825

売上原価合計 1,223,102 1,046,336

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △91,901 65,695

製品等売上総利益 143,100 110,473

売上総利益合計 51,198 176,169

販売費及び一般管理費 412,370 402,837

営業損失（△） △361,171 △226,668

営業外収益   

受取利息 5,684 5,961

その他 5,500 6,800

営業外収益合計 11,185 12,761

営業外費用   

営業外費用合計 9 18

経常損失（△） △349,995 △213,924

特別損失   

固定資産除却損 10 117

特別損失合計 10 117

税引前四半期純損失（△） △350,006 △214,042

法人税、住民税及び事業税 △136,866 △77,288

法人税等合計 △136,866 △77,288

四半期純損失（△） △213,140 △136,753



   
 

 

 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 



５．補足情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 1,044,556 73.2 1,459,838 74.8 415,281 7,706,712 81.3

製品等販売部門 382,445 26.8 490,662 25.2 108,216 1,773,636 18.7

1,427,002 100.0 1,950,500 100.0 523,498 9,480,348 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 931,713 73.1 988,206 80.8 56,493 7,674,301 81.3

製品等販売部門 342,587 26.9 234,299 19.2 △ 108,288 1,770,320 18.7

1,274,300 100.0 1,222,505 100.0 △ 51,795 9,444,621 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 1,537,091 86.6 1,928,291 80.8 391,199 1,456,659 87.9

製品等販売部門 237,949 13.4 457,770 19.2 219,821 201,407 12.1

1,775,041 100.0 2,386,062 100.0 611,020 1,658,066 100.0合　　　　　　計

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）

金　　　額 構成比

（自　平成23年4月1日

金　　　額

前第１四半期累計期間

合　　　　　　計

合　　　　　　計

　至　平成23年6月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成24年6月30日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成24年4月1日

金　　　額

　至　平成24年6月30日）

（自　平成23年4月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第１四半期累計期間

（自　平成24年4月1日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

金　　　額

（平成24年3月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成24年3月31日）

（自　平成23年4月１日

　至　平成24年3月31日）

当第１四半期累計期間

（平成23年6月30日） （平成24年6月30日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比
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