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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 39,577 △2.1 △700 ― △733 ― △625 ―
24年3月期第3四半期 40,414 8.1 △454 ― △473 ― △697 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △387百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △802百万円 （―％）

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3四半期 △21.53 ―
24年3月期第3四半期 △23.98 ―

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3四半期 42,535 18,258 42.8 626.36
24年3月期 47,925 19,027 39.6 652.83
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  18,203百万円 24年3月期  18,975百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 13.00 13.00

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 62,000 △0.7 2,200 21.5 2,100 17.6 1,200 94.7 41.29



(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)詳細は、添付資料の２ページ「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きの対象外であります。 
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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※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とお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。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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期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3Q 29,172,000 株 24年3月期 29,172,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 110,180 株 24年3月期 105,926 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 29,064,765 株 24年3月期3Q 29,068,930 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を下支えとして、緩

やかな回復の兆しがみられ、さらに政権交代にともなう経済再生策や景気浮揚策等への期待が高まりつ

つあります。しかしながら、欧州の債務問題や新興国の景気減速懸念等、国内経済に影響を与え得るリ

スクが依然として存在しており、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

  防災・情報通信業界におきましては、公共投資や民間設備の建設投資は増加に転じつつあるものの、

依然として低調に推移しており、業界を取り巻く経営環境は厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況のもと、当社グループは、全社を挙げて営業活動を推進してまいりました結果、受注

高は45,938百万円(前年同四半期比0.3％増)、売上高は39,577百万円(前年同四半期比2.1％減)となりま

した。            

  利益につきましては、原価率の改善や経費の削減に努めてまいりましたが、当社グループを統括する

ITシステムの導入にともない、ソフトウエアの減価償却費が増加したこと等により、営業損失は700百

万円(前年同四半期は営業損失454百万円）、経常損失は733百万円(前年同四半期は経常損失473百万

円）、四半期純損失は625百万円(前年同四半期は四半期純損失697百万円)となりました。 

  なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の

割合が大きいため、第４四半期連結会計期間の売上高と他の四半期連結会計期間の売上高との間に著し

い相違があり、業績に季節的変動があります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は、前連結会計年度末の残高と比べ5,390百万円

減少し、42,535百万円となりました。これは主に、未成工事支出金が増加したものの、受取手形及び売

掛金が減少したこと等によるものであります。 

 負債の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ4,620百万円減少し、24,276百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金やその他に含まれる未払金が減少したこと等によるもので

あります。 

 また、純資産の残高につきましては、前連結会計年度末の残高と比べ769百万円減少し、18,258百万

円となりました。これは主に、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 

  

平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、現時点において平成24年５月14日に公表いたしま

した予想数値に変更はありません。 

 今後、業績予想数値に修正が必要と判断された場合は速やかに公表いたします。 

  

  

 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) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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

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：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,202,752 3,680,730

受取手形及び売掛金 20,072,858 11,992,409

製品 2,065,962 1,983,895

仕掛品 324,481 354,248

原材料 2,752,392 2,836,452

未成工事支出金 3,759,202 5,663,363

その他 1,204,472 1,598,926

貸倒引当金 △130,458 △106,683

流動資産合計 34,251,664 28,003,344

固定資産

有形固定資産

土地 4,044,730 4,050,448

その他（純額） 2,606,395 2,556,983

有形固定資産合計 6,651,125 6,607,431

無形固定資産

のれん － 923,056

その他 2,289,966 2,108,195

無形固定資産合計 2,289,966 3,031,252

投資その他の資産

その他 4,932,294 5,111,178

貸倒引当金 △199,485 △217,864

投資その他の資産合計 4,732,808 4,893,313

固定資産合計 13,673,901 14,531,998

資産合計 47,925,565 42,535,342

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,063,867 8,239,572

短期借入金 601,095 1,380,661

未払法人税等 722,645 67,052

工事損失引当金 47,374 －

製品補償引当金 146,559 36,120

その他 8,812,122 6,755,446

流動負債合計 21,393,664 16,478,853

固定負債

長期借入金 1,270,000 1,753,000

退職給付引当金 5,101,367 4,898,353

役員退職慰労引当金 7,912 8,706

その他 1,124,657 1,137,849

固定負債合計 7,503,937 7,797,910

負債合計 28,897,602 24,276,764
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,798,000 3,798,000

資本剰余金 2,728,707 2,728,707

利益剰余金 13,988,288 12,984,588

自己株式 △54,349 △56,072

株主資本合計 20,460,647 19,455,223

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,329 205,403

土地再評価差額金 △704,571 △704,571

為替換算調整勘定 △849,142 △752,878

その他の包括利益累計額合計 △1,485,383 △1,252,046

少数株主持分 52,699 55,400

純資産合計 19,027,963 18,258,578

負債純資産合計 47,925,565 42,535,342
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 40,414,373 39,577,250

売上原価 29,519,460 28,492,857

売上総利益 10,894,913 11,084,392

販売費及び一般管理費

給料及び手当 4,357,104 4,418,027

その他 6,992,404 7,367,011

販売費及び一般管理費合計 11,349,508 11,785,038

営業損失（△） △454,595 △700,646

営業外収益

受取利息 1,994 3,063

受取配当金 35,200 34,946

貸倒引当金戻入額 24,422 22,495

その他 48,307 86,313

営業外収益合計 109,924 146,818

営業外費用

支払利息 25,594 26,559

売上割引 30,829 20,669

為替差損 11,630 49,917

支払手数料 11,667 45,523

その他 48,877 36,657

営業外費用合計 128,600 179,328

経常損失（△） △473,271 △733,156

特別利益

有形固定資産売却益 － 1,170

投資有価証券売却益 986 －

関係会社株式売却益 629 －

災害損失引当金戻入額 5,981 －

特別利益合計 7,597 1,170

特別損失

有形固定資産除却損 3,222 5,322

減損損失 － 37,906

会員権評価損 － 2,100

災害による損失 103,941 －

その他 260 －

特別損失合計 107,425 45,328

税金等調整前四半期純損失（△） △573,099 △777,315

法人税、住民税及び事業税 70,780 101,496

法人税等調整額 52,222 △257,820

法人税等合計 123,002 △156,323

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △696,102 △620,991

少数株主利益 1,245 4,849

四半期純損失（△） △697,348 △625,840
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  四半期連結包括利益計算書
  第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △696,102 △620,991

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △84,292 137,054

土地再評価差額金 130,214 －

為替換算調整勘定 △152,645 96,263

その他の包括利益合計 △106,723 233,318

四半期包括利益 △802,825 △387,672

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △804,063 △392,503

少数株主に係る四半期包括利益 1,238 4,830
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 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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