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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 3,736 24.0 14 ― 41 ― 15 ―
24年3月期第1四半期 3,012 10.0 △82 ― △70 ― △55 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △58百万円 （―％）

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 2.95 ―
24年3月期第1四半期 △10.81 ―

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 17,266 8,517 48.6 1,639.13
24年3月期 17,670 8,594 47.9 1,653.97
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,391百万円 24年3月期  8,467百万円

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 ― 15.00 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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 18,600 1.1 670 1.6 690 1.8 360 1.7 70.32



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しています。 
   詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）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。 

(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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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。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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。 

※  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   ：  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 5,700,000 株 24年3月期 5,700,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 580,664 株 24年3月期 580,664 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 5,119,336 株 24年3月期1Q 5,119,336 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、震災の復興需要等を背景に景気は緩やかな回復基調にありま

すが、長期化する円高やデフレの影響、欧州債務問題による海外景気の減速懸念など、依然として先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、住宅着工件数や公共投資が堅調に推移したものの、企業の設備投資

は依然として慎重な姿勢が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループは営業の強化による受注拡大とコスト削減による利益確保に

重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は37億36百万円（前年同四半期比24.0％増）となりました。ま

た、利益面につきましては、営業利益は14百万円（前年同四半期は営業損失82百万円）、経常利益は41百万円（前

年同四半期は経常損失70百万円）、四半期純利益は15百万円（前年同四半期は四半期純損失55百万円）となりまし

た。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、通常の営業形態として、第２四半期連結会計期間及び第４四

半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、また、利益につきましても、第２四半期連結会計期間及び第４

四半期連結会計期間に偏重し、各四半期連結会計期間の業績には季節的変動があります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、首都圏での販売が好調に推移したことから、売上高は20億97百万円（前年同

四半期比19.5％増）となりましたが、価格競争による販売価格の下落が続き、営業損失は28百万円（前年同四半期

は営業損失46百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、売上高は14億96百万円（前年同四半期比30.3％増）となり、営業利益は71百万円（同

392.6％増）となりました。 

 工事事業における完成工事高は14億52百万円（前年同四半期比30.3％増）となり、新設工事が５億48百万円（同

112.8％増）、既設工事が５億57百万円（同8.3％増）、保守工事が３億46百万円（同1.3％増）となりました。ま

た、受注工事高は32億４百万円（同1.0％増）となり、新設工事が12億39百万円（同21.7％増）、既設工事が７億

91百万円（同18.5％減）、保守工事が11億74百万円（同0.8％減）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は１億42百万円（前年同四半期比31.1％増）となり、営業利益は10百

万円（前年同四半期は営業損失０百万円）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状態 

 当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度末に比べて４億３百万円減

少し172億66百万円、負債の部は３億27百万円減少し87億48百万円、純資産の部は76百万円減少し85億17百万円と

なりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、未成工事支出金が６億81百万円増加したことによ

るものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛金並びに営業未収入金の合計額

が12億33百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、短期借入金が３億53百万円、未成工事受入金が４

億13百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金

が６億36百万円、未払法人税等が３億27百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な減少要因といたしましては、利益剰余金が61百万円減少したことによるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に発表した公表数値に変更はありません。 

 なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ

ります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。    

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

   

（３）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 

（減価償却の方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、損益への影響は軽微であります。   

  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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   

現金及び預金 3,476,866 3,668,452

受取手形及び売掛金 6,597,219 5,254,569

営業未収入金 2,151,832 2,261,053

有価証券 20,593 20,597

商品 361,324 382,679

未成工事支出金 1,261,171 1,942,982

原材料及び貯蔵品 27,212 34,126

繰延税金資産 145,823 150,430

その他 97,558 83,531

貸倒引当金 △25,043 △21,404

流動資産合計 14,114,559 13,777,020

固定資産   

有形固定資産 1,713,661 1,699,657

無形固定資産 92,106 85,349

投資その他の資産   

投資有価証券 631,700 626,120

その他 1,125,578 1,085,736

貸倒引当金 △7,506 △7,715

投資その他の資産合計 1,749,772 1,704,141

固定資産合計 3,555,540 3,489,149

資産合計 17,670,099 17,266,169



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,210,108 5,573,714

短期借入金 1,158,048 1,511,048

未払法人税等 340,326 13,160

未成工事受入金 349,049 762,357

賞与引当金 211,672 125,047

役員賞与引当金 35,300 7,750

完成工事補償引当金 23,790 18,710

工事損失引当金 10,800 16,200

その他 285,314 335,953

流動負債合計 8,624,409 8,363,941

固定負債   

長期借入金 36,102 34,220

繰延税金負債 59,247 57,093

再評価に係る繰延税金負債 132,393 132,393

退職給付引当金 2,067 1,082

役員退職慰労引当金 139,870 80,670

その他 81,545 79,142

固定負債合計 451,225 384,601

負債合計 9,075,634 8,748,543

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 525,000 525,000

利益剰余金 7,927,201 7,865,272

自己株式 △269,437 △269,437

株主資本合計 8,782,163 8,720,234

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,914 38,893

土地再評価差額金 △367,869 △367,869

その他の包括利益累計額合計 △314,954 △328,975

少数株主持分 127,256 126,367

純資産合計 8,594,465 8,517,625

負債純資産合計 17,670,099 17,266,169



（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：千円）

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) 

売上高 3,012,384 3,736,809

売上原価 2,482,928 3,085,610

売上総利益 529,456 651,198

販売費及び一般管理費 611,743 636,460

営業利益又は営業損失（△） △82,286 14,738

営業外収益   

受取配当金 10,472 11,065

受取賃貸料 4,877 5,821

持分法による投資利益 － 5,810

その他 5,600 10,845

営業外収益合計 20,951 33,543

営業外費用   

支払利息 4,636 4,628

持分法による投資損失 2,160 －

その他 1,944 1,799

営業外費用合計 8,740 6,427

経常利益又は経常損失（△） △70,076 41,853

特別損失   

固定資産売却損 － 194

固定資産除却損 37 33

投資有価証券評価損 － 1,144

会員権評価損 － 8,361

特別損失合計 37 9,733

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△70,113 32,120

法人税、住民税及び事業税 8,454 9,639

法人税等調整額 △22,974 7,020

法人税等合計 △14,519 16,659

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△55,593 15,460

少数株主利益又は少数株主損失（△） △257 336

四半期純利益又は四半期純損失（△） △55,336 15,124



（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：千円）

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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△55,593 15,460

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,494 △14,544

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,109 540

その他の包括利益合計 △2,604 △14,004

四半期包括利益 △58,198 1,455

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △57,927 1,103

少数株主に係る四半期包括利益 △270 352



 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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