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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 18,152 24.3 977 12.5 1,026 11.7 611 24.2
24年3月期第1四半期 14,606 △6.2 869 △18.3 919 △19.1 492 △20.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 276百万円 （△21.7％） 24年3月期第1四半期 353百万円 （△4.1％）

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 15.79 ―
24年3月期第1四半期 12.39 ―

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 72,679 50,672 69.1 1,297.28
24年3月期 73,588 51,174 68.9 1,310.12
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  50,241百万円 24年3月期  50,738百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 10.00 10.00

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、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) 35,500 12.3 550 △77.5 590 △75.9 360 △70.1 9.30
通期 65,900 △10.6 1,310 76.5 1,410 △76.3 810 △69.5 20.91



(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、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が実施中であります。 

※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。 

※  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 40,683,960 株 24年3月期 42,683,960 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,955,665 株 24年3月期 3,955,598 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 38,728,346 株 24年3月期1Q 39,733,343 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の復興
需要等を背景として緩やかに回復傾向にあるものの、欧州債務問題の悪化や新興国経済の足踏み、円高
の長期化など依然として先行き不透明な状況が続いております。 
当第１四半期連結累計期間の業績については、受注高17,382百万円(前年同四半期比26.6％減)、売上

高18,152百万円(前年同四半期比24.3％増)、うち海外工事は477百万円となりました。利益面について
は、震災復旧関連工事に伴う緊急設置電源の新設工事や発電所の復旧工事により売上が増加し、グルー
プを挙げ採算性の向上に努めた結果、営業利益977百万円(前年同四半期比12.5％増)、経常利益1,026百
万円(前年同四半期比11.7％増)、四半期純利益611百万円(前年同四半期比24.2％増)となりました。 
なお、セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

（建設工事部門） 

建設工事部門の受注高は、震災復旧関連工事の受注が減少したことにより、前年同四半期に比べて
部門全体として減少し、6,592百万円（前年同四半期比30.7％減、構成比37.9％）となりました。売
上高については、事業用発電設備案件の増加により、全体として増加し5,336百万円（前年同四半期
比13.2％増、構成比29.4％）となり、営業損失は65百万円となりました。 

  

（補修工事部門） 

補修工事部門につきましては、発電設備工事が影響し、事業用等の受注高の減少により、10,790百
万円（前年同四半期比23.8％減、構成比62.1％）となりました。売上高についても、自家用の増加に
より、12,816百万円（前年同四半期比29.6％増、構成比70.6％）となり、営業利益は1,555百万円と
なりました。 
  

(イ) 資産 
流動資産は、短期貸付金が4,989百万円増加したものの、現金預金が5,637百万円減少したこと、およ

び受取手形・完成工事未収入金が690百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて729百
万円減少し53,752百万円となりました。 
固定資産は、建設仮勘定が125百万円増加したものの、前連結会計年度末に比べて178百万円減少し

18,927百万円となりました。 
  
(ロ) 負債 

流動負債は、支払手形・工事未払金が1,072百万円増加したものの、未払法人税等が1,810百万円減少
したことなどにより、前連結会計年度末に比べて405百万円減少し19,713百万円となりました。 
固定負債は、退職給付引当金が1百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて0百万円

減少し2,294百万円となりました。 
  
(ハ) 純資産 

純資産は、その他有価証券評価差額金が319百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比
べて502百万円減少し50,672百万円となりました。 

  

連結業績予想等については、平成24年５月11日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第
２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 
 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。  

  

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
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

 （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） 

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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 17,848 12,210

受取手形・完成工事未収入金 26,489 25,799

有価証券 1,010 1,010

未成工事支出金 7,398 8,820

材料貯蔵品 2 2

短期貸付金 3 4,992

繰延税金資産 610 283

その他 1,123 635

貸倒引当金 △5 △2

流動資産合計 54,481 53,752

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,434 14,437

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,173 △9,259

建物・構築物（純額） 5,260 5,178

機械・運搬具 10,079 10,184

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,047 △9,136

機械・運搬具（純額） 1,031 1,047

工具器具・備品 1,568 1,597

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,436 △1,452

工具器具・備品（純額） 131 145

土地 4,226 4,227

リース資産 294 327

減価償却累計額 △121 △136

リース資産（純額） 172 190

建設仮勘定 377 502

有形固定資産合計 11,199 11,292

無形固定資産 277 260

投資その他の資産   

投資有価証券 4,380 3,994

長期貸付金 82 80

賃貸不動産 1,075 1,075

減価償却累計額 △615 △620

賃貸不動産（純額） 459 454

繰延税金資産 580 681

その他 2,257 2,294

貸倒引当金 △131 △129

投資その他の資産合計 7,629 7,375

固定資産合計 19,106 18,927

資産合計 73,588 72,679
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 12,541 13,614

短期借入金 124 113

リース債務 117 120

未払法人税等 1,914 104

未成工事受入金 2,893 3,450

賞与引当金 843 211

役員賞与引当金 105 27

完成工事補償引当金 18 19

工事損失引当金 289 486

その他 1,269 1,564

流動負債合計 20,118 19,713

固定負債   

リース債務 217 217

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 1,973 1,972

その他 103 103

固定負債合計 2,294 2,294

負債合計 22,413 22,007

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000 4,000

資本剰余金 4,645 4,645

利益剰余金 43,682 42,380

自己株式 △2,251 △1,112

株主資本合計 50,078 49,915

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 710 390

為替換算調整勘定 △49 △63

その他の包括利益累計額合計 660 326

少数株主持分 435 430

純資産合計 51,174 50,672

負債純資産合計 73,588 72,679
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 14,606 18,152

売上原価 12,305 15,861

売上総利益 2,301 2,290

販売費及び一般管理費 1,431 1,312

営業利益 869 977

営業外収益   

受取利息 1 5

受取配当金 53 49

固定資産賃貸料 27 25

保険配当金 3 2

受取保険金 16 7

その他 36 64

営業外収益合計 140 156

営業外費用   

支払利息 0 0

固定資産賃貸費用 27 25

為替差損 45 67

その他 16 13

営業外費用合計 90 107

経常利益 919 1,026

特別利益   

固定資産売却益 6 －

投資有価証券売却益 12 －

特別利益合計 18 －

特別損失   

固定資産除却損 0 －

投資有価証券評価損 － 5

ゴルフ会員権評価損 3 －

災害損失 4 －

特別損失合計 8 5

税金等調整前四半期純利益 930 1,021

法人税、住民税及び事業税 50 80

法人税等調整額 384 330

法人税等合計 434 410

少数株主損益調整前四半期純利益 495 611

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △0

四半期純利益 492 611

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △0

少数株主損益調整前四半期純利益 495 611
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（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) 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △148 △319

為替換算調整勘定 5 △14

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 △141 △334

四半期包括利益 353 276

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 350 277

少数株主に係る四半期包括利益 2 △0
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該当事項はありません。 

  

当社は平成24年４月20日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式2,000,000
株の消却を決議し、平成24年５月15日付で実施いたしました。これにより、資本剰余金が０百万円、利
益剰余金が1,138百万円、自己株式が1,138百万円それぞれ減少しております。 
  

  

  

  

  

  

  

  

（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
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(注) １.建設工事部門は、火力、原子力発電設備や製鉄関係、環境保全、化学プラント等の設備据え付けや改造工事

等と、これらの設備に付帯する電気計装工事、保温、塗装工事他の施工、および各種プラント設備の解体、

廃炉措置等の事業。 

 ２.補修工事部門は、同上の各種プラント設備の定期点検、日常保守、修繕維持等の事業。  

４．補足情報

  【セグメント別受注高・売上高・受注残高】

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
(△は減少)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
  至 平成24年３月31日)

セグメントの名称
金額

(百万円)
構成比率
(％)

金額
(百万円)

構成比率
(％)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

構成比率
(％)

受
注
高

建設工事部門 9,518 40.2 6,592 37.9 △2,925 29,185 35.7

補修工事部門 14,162 59.8 10,790 62.1 △3,372 52,539 64.3

合計 23,680 100.0 17,382 100.0 △6,298 81,724 100.0

売
上
高

建設工事部門 4,714 32.3 5,336 29.4 621 24,472 33.2

補修工事部門 9,891 67.7 12,816 70.6 2,924 49,242 66.8

合計 14,606 100.0 18,152 100.0 3,546 73,715 100.0

受
注
残
高

建設工事部門 19,006 55.5 20,172 62.2 1,165 18,916 57.0

補修工事部門 15,250 44.5 12,250 37.8 △3,000 14,276 43.0

合計 34,257 100.0 32,422 100.0 △1,834 33,192 100.0
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