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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 45,358 △0.6 905 41.8 1,141 26.3 308 483.3
24年3月期第2四半期 45,610 6.0 638 58.4 904 32.5 52 △48.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 345百万円 （287.9％） 24年3月期第2四半期 89百万円 （―％）

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2四半期 5.02 ―
24年3月期第2四半期 0.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 153,006 96,897 58.8
24年3月期 167,449 97,295 54.1
（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  89,924百万円 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2Q 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2Q 3,843,335 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2Q 61,494,718 株 24年3月期2Q 61,516,528 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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 12,849 12,015

受取手形・完成工事未収入金等 60,730 27,463

有価証券 8,999 11,292

未成工事支出金等 22,252 41,128

繰延税金資産 2,903 3,106

その他 2,340 1,778

貸倒引当金 △63 △48

流動資産合計 110,013 96,737

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 15,187 14,899

土地 12,789 12,877

その他（純額） 3,074 3,249

有形固定資産合計 31,052 31,026

無形固定資産 3,208 2,995

投資その他の資産   

投資有価証券 19,062 18,068

繰延税金資産 3,067 3,180

その他 1,085 1,033

貸倒引当金 △41 △34

投資その他の資産合計 23,174 22,247

固定資産合計 57,435 56,269

資産合計 167,449 153,006

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 37,945 25,576

短期借入金 480 350

未払法人税等 3,158 768

未成工事受入金 4,123 7,910

完成工事補償引当金 32 31

工事損失引当金 2,418 2,062

賞与引当金 3,919 3,002

役員賞与引当金 55 12

その他 4,233 2,738

流動負債合計 56,367 42,453

固定負債   

退職給付引当金 12,646 12,589

役員退職慰労引当金 217 211

その他 921 855

固定負債合計 13,786 13,655

負債合計 70,153 56,109
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 74,083

自己株式 △1,763 △1,765

株主資本合計 89,036 88,604

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 1,319

その他の包括利益累計額合計 1,582 1,319

少数株主持分 6,676 6,973

純資産合計 97,295 96,897

負債純資産合計 167,449 153,006
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

完成工事高 45,610 45,358

完成工事原価 39,378 38,832

完成工事総利益 6,232 6,525

販売費及び一般管理費 5,593 5,619

営業利益 638 905

営業外収益   

受取利息 18 21

受取配当金 238 240

その他 113 108

営業外収益合計 370 370

営業外費用   

支払利息 0 0

持分法による投資損失 104 133

その他 － 0

営業外費用合計 105 134

経常利益 904 1,141

特別利益   

固定資産売却益 24 －

投資有価証券売却益 2 22

保険解約返戻金 49 －

特別利益合計 75 22

特別損失   

投資有価証券評価損 52 37

固定資産除売却損 76 28

特別損失合計 129 66

税金等調整前四半期純利益 850 1,098

法人税等 456 491

少数株主損益調整前四半期純利益 394 607

少数株主利益 341 298

四半期純利益 52 308
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 394 607

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △310 △261

持分法適用会社に対する持分相当額 4 △0

その他の包括利益合計 △305 △261

四半期包括利益 89 345

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △255 45

少数株主に係る四半期包括利益 344 299
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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２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

比較増減 
比較増減率
（％） 

鉄道電気工事 42,690 36,691 △5,998 △14.1

一般電気工事 14,707 13,254 △1,453 △9.9

情報通信工事 7,018 10,263 3,244 46.2 

そ の 他 935 638 △296 △31.7

合   計 65,351 60,848 △4,503 △6.9

区   分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

比較増減 
比較増減率
（％） 

鉄道電気工事 28,789 28,753 △35 △0.1

一般電気工事 10,340 10,510 170 1.6 

情報通信工事 5,455 5,188 △266 △4.9

そ の 他 1,025 905 △120 △11.7

合   計 45,610 45,358 △252 △0.6
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