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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 33,803 12.1 1,968 58.6 3,379 26.3 2,623 7.4
24年3月期第3四半期 30,163 5.1 1,241 53.9 2,676 12.4 2,442 33.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,772百万円 （19.6％） 24年3月期第3四半期 2,317百万円 （40.4％）

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 103.03 ―
24年3月期第3四半期 95.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 57,660 26,165 45.4
24年3月期 54,678 23,584 43.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  26,165百万円 24年3月期  23,584百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 7.50 7.50

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 50,600 0.2 2,500 △23.4 4,140 △19.9 2,570 △27.9 100.95



(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」に該当しております。詳細
は、添付資料２ページの「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
半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

※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予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的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って異なる結果と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3Q 25,617,717 株 24年3月期 25,617,717 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 159,321 株 24年3月期 158,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 25,458,735 株 24年3月期3Q 25,459,979 株
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景に一部株価の上昇が

見られるなど緩やかな回復傾向となったものの、長期化する円高や欧州政府債務危機問題、日中関係悪化

の影響が懸念されるなど、景気の先行きについては依然不透明な状況が続きました。 

建設業界におきましては、東日本大震災の復興関連に伴う建設投資の増加が続き、公共設備投資につい

ては底堅い動きとなったものの、民間設備投資については企業収益が減少傾向にあることから、依然とし

て受注・価格競争の激化等により厳しい環境で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、受注高

は 383 億４千４百万円（対前年同期比 17.7％増）、売上高は 338 億３百万円（対前年同期比 12.1％増）と

なりました。 

利益につきましては、経営の効率化を推進し、収益の向上に努めた結果、営業損益は 19 億６千８百万円

の営業利益（前年同期は 12 億４千１百万円の営業利益）、経常損益は 33 億７千９百万円の経常利益（前

年同期は 26 億７千６百万円の経常利益）、四半期純損益は 26 億２千３百万円の四半期純利益（前年同期

は 24 億４千２百万円の四半期純利益）となりました。 

  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 29 億８千２百万円増加

し、576 億６千万円となりました。（未成工事支出金で 20 億６千２百万円の増加、受取手形・完成工事未

収入金等で 11 億７千１百万円の増加） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億１百万円増加し、314 億９千５百万円となりました。

（短期借入金で 43 億６千２百万円の増加、支払手形・工事未払金等で 12 億５千１百万円の減少、未払法

人税等で 10 億５千５百万円の減少） 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 25 億８千万円増加し、261 億６千５百万円となりまし

た。（利益剰余金で 24 億３千２百万円の増加、その他有価証券評価差額金で１億４千８百万円の増加） 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 24 年５月 11 日に公表いたしました連結業績予

想に変更はありません。 

 
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 

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） 

当社及び連結子会社は、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

降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。 

これによる当第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。 
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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   

現金預金 3,238,254 2,939,983

受取手形・完成工事未収入金等 25,931,389 27,102,810

未成工事支出金 1,413,478 3,475,804

商品及び製品 19,344 25,740

仕掛品 6,157 7,550

材料貯蔵品 245,656 294,081

繰延税金資産 701,794 228,056

その他 242,215 334,228

貸倒引当金 △6,959 △7,795

流動資産合計 31,791,331 34,400,459

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,549,577 4,345,921

機械・運搬具（純額） 118,965 110,737

工具器具・備品（純額） 104,744 93,065

土地 6,578,481 6,531,718

リース資産（純額） 691,607 798,864

建設仮勘定 1,973,044 1,973,044

有形固定資産合計 14,016,421 13,853,351

無形固定資産 238,585 186,435

投資その他の資産   

投資有価証券 8,084,507 8,736,910

その他 567,479 503,427

貸倒引当金 △19,774 △19,774

投資その他の資産合計 8,632,212 9,220,563

固定資産合計 22,887,219 23,260,350

資産合計 54,678,551 57,660,810
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,943,054 9,691,486

短期借入金 6,264,000 10,626,000

未払法人税等 1,321,721 265,914

未成工事受入金 1,042,612 962,041

完成工事補償引当金 1,667 484

工事損失引当金 － 8,408

賞与引当金 1,342,895 385,138

その他 1,753,350 1,421,998

流動負債合計 22,669,301 23,361,472

固定負債   

長期借入金 426,000 992,000

退職給付引当金 4,798,732 4,760,958

役員退職慰労引当金 109,503 104,415

負ののれん 2,387,131 1,491,957

その他 703,257 784,635

固定負債合計 8,424,625 8,133,966

負債合計 31,093,927 31,495,439

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,430,962 1,430,962

資本剰余金 3,188,408 3,188,408

利益剰余金 18,646,076 21,078,148

自己株式 △52,016 △52,336

株主資本合計 23,213,430 25,645,181

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 371,193 520,189

その他の包括利益累計額合計 371,193 520,189

純資産合計 23,584,623 26,165,370

負債純資産合計 54,678,551 57,660,810
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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 30,163,026 33,803,768

売上原価 26,629,728 29,656,504

売上総利益 3,533,298 4,147,263

販売費及び一般管理費 2,291,923 2,178,445

営業利益 1,241,375 1,968,817

営業外収益   

受取利息 1,455 734

受取配当金 79,193 78,467

不動産賃貸料 113,468 111,809

経営指導料 13,255 16,373

負ののれん償却額 895,174 895,174

持分法による投資利益 463,093 436,869

その他 83,093 62,991

営業外収益合計 1,648,734 1,602,419

営業外費用   

支払利息 74,638 74,591

不動産賃貸費用 132,250 105,674

その他 6,502 11,598

営業外費用合計 213,390 191,864

経常利益 2,676,719 3,379,372

特別利益   

固定資産売却益 12,421 2,763

移転補償金 815,582 －

その他 4,034 －

特別利益合計 832,037 2,763

特別損失   

固定資産除売却損 17,605 1,112

減損損失 227,948 －

投資有価証券評価損 15,238 10,307

ゴルフ会員権売却損 － 3,500

その他 5,625 2,850

特別損失合計 266,417 17,769

税金等調整前四半期純利益 3,242,339 3,364,365

法人税、住民税及び事業税 261,091 324,109

過年度法人税等 153,423 －

法人税等調整額 385,500 417,240

法人税等合計 800,014 741,349

少数株主損益調整前四半期純利益 2,442,324 2,623,015

四半期純利益 2,442,324 2,623,015
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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利益 2,442,324 2,623,015

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △130,198 143,320

持分法適用会社に対する持分相当額 4,984 5,675

その他の包括利益合計 △125,213 148,995

四半期包括利益 2,317,110 2,772,011

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,317,110 2,772,011

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。

（４）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。

４.　補足情報

部門別受注工事高及び売上高

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)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

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)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

(兼業事業）

5.7

12.3

94.3

送 電 線 設 備

30,163,026 100.0合 計 32,564,368

6.0

21,344,271 65.6 鉄 道 電 気 設 備 21,409,194

小 計

道 路 設 備 6,280,310 19.3 11.4

屋内外電気設備 2,613,238 8.0 屋内外電気設備

当四半期

構成比率平成25年3月期

5.91,768,606

2,326,547 7.1 送 電 線 設 備 1,809,275

1,728,806

21,974,299 65.0

道 路 設 備

構成比率平成25年3月期

売　上　高

千円 ％

千円

道 路 設 備 8,297,388

受注工事高

第３四半期

鉄 道 電 気 設 備

鉄 道 電 気 設 備

送 電 線 設 備

1,957,226

屋内外電気設備

兼 業 売 上

3,692,562

9.4

100.0

5.8

33,803,768

7.5

94.2

2,537,329

千円

3,173,218

％

小　　　　　計 31,846,542

屋内外電気設備

送 電 線 設 備

4,161,694

当四半期

6.5

構成比率平成24年3月期

第３四半期

合 計 38,344,530 100.0 合 計

％

71.0

受注工事高 売　上　高

平成24年3月期

第３四半期

前年同四半期前年同四半期

構成比率

第３四半期

道 路 設 備 3,447,142

28,434,219

100.0 合 計

兼 業 売 上

23,854,517 62.2 鉄 道 電 気 設 備

千円 ％

9.6

2,500,062

21.7
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