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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 3,226 8.5 △277 ― △254 ― △166 ―

24年3月期第2四半期 2,974 3.1 △375 ― △354 ― △220 ―

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 △32.25 ―

24年3月期第2四半期 △42.69 ―

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2四半期 7,296 5,079 69.6 982.28
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2四半期  5,079百万円 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 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 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、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 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.３「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.３「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2Q 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2Q 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2Q 5,170,713 株 24年3月期2Q 5,171,471 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２四半期累計期間における当社を取り巻く状況につきましては、港湾、ＲＣ部門の大型案件

を中心に受注の立ち上がりが早く、震災の影響などから延期されてきた案件にも動きがみられるな

ど、明るさも感じられましたが、一方で、受注競争は一段と激しさを増しております。 

このような状況の中、当社は、調査・点検業務、顧客への提案営業を積極的に展開し、受注の確

保に努めてまいりました。この結果、受注高は前年同期に比べ 457 百万円増の 4,590 百万円、売上

高は同 251 百万円増の 3,226 百万円、受注残高は同 240 百万円増の 3,021 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２四半期累計期間の経常損

失は 254 百万円（前年同期は 354 百万円の経常損失）となり、四半期純損失は 166 百万円（前年同

期は 220 百万円の純損失）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２四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 1,358 百万円減の 7,296

百万円となりました。主な減少要因は受取手形及び完成工事未収入金並びに売掛金の減 1,939 百万

円、現金預金の減 262 百万円であり、主な増加要因は関係会社預け金の増 410 百万円、未成工事支

出金及びその他のたな卸資産の増 285 百万円であります。 

 負債につきましては、同 1,060 百万円減の 2,217 百万円となりました。主な減少要因は支払手形

及び工事未払金並びに買掛金の減 681 百万円、未払法人税等の減 319 百万円であります。 

 純資産につきましては、同 297 百万円減の 5,079 百万円となりました。これは主に四半期純損失

166 百万円と支払配当金 129 百万円による利益剰余金の減 296 百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ 147

百万円増加し 2,815 百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動で獲得した資金は 321 百万円（前年同期は 668 百万円の資金獲得）となりました。資金

の主な増加要因は売上債権の減 1,939 百万円であり、資金の主な減少要因は仕入債務の減 683 百万

円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増 285 百万円、税引前四半期純損失 255 百万円、法

人税等の支払額 326 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は 45 百万円（前年同期は 27 百万円の資金使用）となりました。この内

主なものは事業活動に必要な有形固定資産の取得であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は 129 百万円（前年同期は 154 百万円の資金使用）で、主に配当金の支

払い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 8月 6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）に関する情報 

（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２四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 

 （減価償却費の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、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２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 629,362 366,394

受取手形 527,756 434,556

完成工事未収入金 3,364,324 1,594,686

売掛金 580,742 504,177

商品及び製品 213,547 268,649

未成工事支出金 105,723 316,035

材料貯蔵品 64,807 85,368

繰延税金資産 160,480 259,345

関係会社預け金 2,038,519 2,449,106

その他 54,129 98,906

貸倒引当金 △1,341 △760

流動資産合計 7,738,050 6,376,465

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 210,674 207,724

その他（純額） 218,534 225,293

有形固定資産合計 429,208 433,017

無形固定資産 24,481 24,768

投資その他の資産   

繰延税金資産 245,888 246,943

その他 226,165 223,183

貸倒引当金 △8,537 △7,614

投資その他の資産合計 463,516 462,513

固定資産合計 917,206 920,299

資産合計 8,655,257 7,296,764

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,160,331 654,776

工事未払金 429,040 279,659

買掛金 151,515 125,272

未成工事受入金 15,539 89,563

完成工事補償引当金 11,867 11,211

工事損失引当金 14,533 43,054

賞与引当金 270,000 220,000

役員賞与引当金 30,000 －

その他 568,520 136,740

流動負債合計 2,651,347 1,560,277

固定負債   

退職給付引当金 561,710 590,954

役員退職慰労引当金 39,345 40,390

資産除去債務 25,814 26,045

固定負債合計 626,870 657,389

負債合計 3,278,217 2,217,667



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

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 3,467,473

自己株式 △17,961 △17,961

株主資本合計 5,365,284 5,069,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,755 9,850

評価・換算差額等合計 11,755 9,850

純資産合計 5,377,039 5,079,097

負債純資産合計 8,655,257 7,296,764



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高   

完成工事高 2,285,094 2,402,506

製品等売上高 689,783 824,303

売上高合計 2,974,878 3,226,810

売上原価   

完成工事原価 2,168,622 2,194,998

製品等売上原価 391,854 516,221

売上原価合計 2,560,476 2,711,220

売上総利益   

完成工事総利益 116,472 207,507

製品等売上総利益 297,929 308,082

売上総利益合計 414,401 515,589

販売費及び一般管理費 789,924 792,676

営業損失（△） △375,522 △277,087

営業外収益   

受取利息 10,998 11,385

その他 9,576 11,078

営業外収益合計 20,575 22,464

営業外費用   

営業外費用合計 46 32

経常損失（△） △354,993 △254,655

特別損失   

固定資産除却損 212 1,273

特別損失合計 212 1,273

税引前四半期純損失（△） △355,205 △255,928

法人税、住民税及び事業税 △134,440 △89,158

法人税等合計 △134,440 △89,158

四半期純損失（△） △220,765 △166,770



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △355,205 △255,928

減価償却費 36,120 33,373

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,979 △1,504

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 100 △656

工事損失引当金の増減額（△は減少） 53,313 28,521

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000 △50,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,000 △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,839 29,243

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,080 1,045

受取利息及び受取配当金 △12,508 △13,042

固定資産除却損 212 1,273

売上債権の増減額（△は増加） 2,452,007 1,939,403

未成工事支出金の増減額（△は増加） △321,824 △210,311

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △203,673 △75,662

仕入債務の増減額（△は減少） △841,659 △683,990

未成工事受入金の増減額（△は減少） 32,889 74,023

その他 5,366 △150,760

小計 755,237 635,027

利息及び配当金の受取額 12,508 13,042

法人税等の支払額 △99,637 △326,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 668,108 321,762

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2,902 △2,986

有形固定資産の取得による支出 △18,985 △36,686

無形固定資産の取得による支出 △5,480 △5,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,368 △45,139

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △17 －

配当金の支払額 △154,356 △129,003

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,374 △129,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 486,365 147,619

現金及び現金同等物の期首残高 1,988,708 2,667,881

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,475,073 2,815,500



   
 

 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 

 

（５）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 3,396,609 82.2 3,680,826 80.2 284,217 7,706,712 81.3

製品等販売部門 736,764 17.8 909,694 19.8 172,929 1,773,636 18.7

4,133,373 100.0 4,590,520 100.0 457,146 9,480,348 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 2,285,094 76.8 2,402,506 74.5 117,411 7,674,301 81.3

製品等販売部門 689,783 23.2 824,303 25.5 134,520 1,770,320 18.7

2,974,878 100.0 3,226,810 100.0 251,931 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 2,535,763 91.2 2,734,979 90.5 199,216 1,456,659 87.9

製品等販売部門 245,072 8.8 286,797 9.5 41,725 201,407 12.1

2,780,835 100.0 3,021,777 100.0 240,941 1,658,066 100.0合　　　　　　計

前第２四半期累計期間

（自　平成23年4月1日

　至　平成23年9月30日）

金　　　額 構成比

（自　平成23年4月1日

金　　　額

前第２四半期累計期間

合　　　　　　計

合　　　　　　計

　至　平成23年9月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成24年9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9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２四半期累計期間

（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２四半期累計期間

（平成23年9月30日） （平成24年9月30日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比
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