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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 8,090 36.2 △34 ― 252 ― 131 ―
25年3月期第1四半期 5,938 37.4 △214 ― △327 ― △200 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 302百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △230百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 6.15 ―
25年3月期第1四半期 △9.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 39,474 28,067 71.1
25年3月期 40,670 27,979 68.8
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  28,067百万円 25年3月期  27,979百万円

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

25年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 16,000 24.3 400 ― 500 ― 250 ― 11.68
通期 35,000 5.7 800 ― 1,000 16.1 500 15.6 23.35



(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
半期連結財務諸表の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 
・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およ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およ
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２ページをご覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 23,805,000 株 25年3月期 23,805,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,392,618 株 25年3月期 2,390,669 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 21,413,212 株 25年3月期1Q 21,415,233 株



  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

上記の業績予想は、当社が現在入手している情報およ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。 

（参考）個別業績予想

平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26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)

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) 12,000 31.5 200 ― 300 ― 150 ― 7 01
通期 25,000 8.5 500 ― 700 278.9 350 408.1 16 35

※ 業績予想の適切な利用に関する説明
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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、東日本大震災からの復興関連需要などの増加や政

府・日本銀行による各種政策の効果に対する景気回復への期待感から円安や株高の流れにあり、緩やか

ながらも改善の動きを見ることができました。しかしながら、中国など新興国における経済成長の鈍化

の影響もあり、景気動向の先行きは依然として不透明なものとなりました。 

 建設業界におきましては、補正予算等の押し上げ効果から公共投資は堅調に推移し、民間設備投資も

企業業績の改善により持ち直しに向かったものの、その一方で、受注価格競争はなおも厳しいものとな

りました。 

 このような受注環境のもと、当社グループは営業力の強化を重点課題として、安定的な受注量および

適正利益の確保に向け、再生可能エネルギー関連工事への参入や新規顧客開拓を積極的に推進してまい

りました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高121億36百万円（前年同四半期比44.3％

増）、売上高80億90百万円（前年同四半期比36.2％増）となりました。収益面では前年同四半期と比べ

売上総利益率はわずかながら改善したものの、いまだに低く、営業損失34百万円（前年同四半期は営業

損失２億14百万円）となりましたが、為替差益１億13百万円の影響もあり、経常利益２億52百万円（前

年同四半期は経常損失３億27百万円）、四半期純利益１億31百万円（前年同四半期は四半期純損失２億

円）を計上する結果となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（日本） 

当第１四半期連結累計期間の売上高は47億78百万円（前年同四半期比30.9％増）となり、営業利益は

１億70百万円（前年同四半期は、営業損失28百万円）となりました。 

（東南アジア） 

当第１四半期連結累計期間の売上高は28億30百万円（前年同四半期比49.3％増）となり、営業利益は

70百万円（前年同四半期は、営業利益71百万円）となりました。 

（その他アジア） 

当第１四半期連結累計期間の売上高は４億82百万円（前年同四半期比21.1％増）となり、営業損失は

７百万円（前年同四半期は、営業利益４百万円）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億95百万円減少し、394億

74百万円となりました。主な要因は、現金預金12億53百万円の増加に対し、受取手形・完成工事未収入

金等17億13百万円および未成工事支出金３億40百万円の減少などによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億83百万円減少し、114億６百万円となりました。主な要因

は支払手形・工事未払金等12億99百万円の減少などによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ87百万円増加し、280億67百万円となりました。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月17日に公表いたしました業績予想と変更はありません。

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,939,225 13,192,852

受取手形・完成工事未収入金等 12,433,964 10,720,796

有価証券 1,299,911 1,299,798

未成工事支出金 1,403,404 1,062,772

繰延税金資産 147,243 46,141

その他 1,843,055 1,588,872

貸倒引当金 △1,658,492 △1,703,712

流動資産合計 27,408,314 26,207,520

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,769,155 3,769,155

その他（純額） 1,775,205 1,749,116

有形固定資産合計 5,544,361 5,518,272

無形固定資産 72,515 67,221

投資その他の資産   

投資有価証券 3,577,471 3,636,504

投資不動産（純額） 3,590,761 3,582,217

その他 753,798 740,931

貸倒引当金 △277,200 △278,170

投資その他の資産合計 7,644,830 7,681,483

固定資産合計 13,261,707 13,266,976

資産合計 40,670,021 39,474,496

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 8,628,154 7,328,665

未払法人税等 360,571 86,083

未成工事受入金 1,767,502 2,069,155

完成工事補償引当金 16,000 16,000

工事損失引当金 147,045 59,568

賞与引当金 59,413 －

その他 771,350 892,379

流動負債合計 11,750,038 10,451,852

固定負債   

繰延税金負債 308,106 319,355

退職給付引当金 39,495 38,361

役員退職慰労引当金 267,926 272,583

その他 324,509 324,765

固定負債合計 940,038 955,065

負債合計 12,690,076 11,406,918
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,002

利益剰余金 25,173,550 25,091,048

自己株式 △950,961 △951,666

株主資本合計 27,419,840 27,336,634

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 453,249 481,984

為替換算調整勘定 106,854 248,959

その他の包括利益累計額合計 560,104 730,943

純資産合計 27,979,945 28,067,578

負債純資産合計 40,670,021 39,474,496
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,938,686 8,090,662

売上原価 5,380,628 7,323,865

売上総利益 558,058 766,796

販売費及び一般管理費 772,356 801,526

営業損失（△） △214,297 △34,729

営業外収益   

受取利息 5,928 4,879

受取配当金 23,894 25,302

受取地代家賃 87,543 81,582

為替差益 － 113,686

持分法による投資利益 17,183 13,788

その他 32,470 89,712

営業外収益合計 167,020 328,952

営業外費用   

支払利息 3,787 －

不動産賃貸費用 26,947 25,830

為替差損 232,284 －

その他 17,194 16,295

営業外費用合計 280,214 42,126

経常利益又は経常損失（△） △327,491 252,096

特別利益   

固定資産売却益 1,892 －

特別利益合計 1,892 －

特別損失   

固定資産除却損 63 1,935

ゴルフ会員権退会損 － 1,000

特別損失合計 63 2,935

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△325,662 249,161

法人税等 △125,481 117,520

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△200,181 131,641

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △200,181 131,641
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△200,181 131,641

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △98,411 28,734

為替換算調整勘定 67,650 142,105

その他の包括利益合計 △30,760 170,839

四半期包括利益 △230,942 302,480

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △230,942 302,480

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  前第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) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益又は損失の調整額△262,334千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に

係る費用であります。 

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）  東  南アジア  ：  シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー 

（2）  その他アジア  ：  中国、台湾 

  

   当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益又は損失の調整額△267,562千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に

係る費用であります。 

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

３  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

（1）  東  南アジア  ：  シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー 

（2）  その他アジア  ：  中国、台湾 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２日本 東南アジア その他アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 3,649,516 1,895,887 393,282 5,938,686 ― 5,938,686

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 4,975 4,975 △4,975 ―

計 3,649,516 1,895,887 398,257 5,943,661 △4,975 5,938,686

セグメント利益又は 
損失（△）

△28,425 71,747 4,715 48,037 △262,334 △214,297

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２日本 東南アジア その他アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 4,778,333 2,830,005 482,323 8,090,662 ― 8,090,662

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,778,333 2,830,005 482,323 8,090,662 ― 8,090,662

セグメント利益又は 
損失（△）

170,110 70,520 △7,799 232,832 △267,562 △34,729
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３．補足情報

（１）（参考）四半期個別業績

（参考）平成26年３月期第１四半期の個別業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

 ① 個別経営成績(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 ％

26年３月期第１四半期 6,265 42.9 △91 ― 166 ― 61 ―
25年３月期第１四半期 4,384 37.9 △258 ― △399 ― △256 ―

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

26年３月期第１四半期 2 88 ― 
25年３月期第１四半期 △11 97 ― 

 ② 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 35,163 26,548 75.5
25年３月期 36,161 26,672 73.8

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 26,548百万円 25年３月期 26,672百万円
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① 連結受注実績 

(単位：千円、％)

 
  

② 連結売上実績 

(単位：千円、％)

 
  

（２）生産、受注及び販売の状況

区分

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

対前年同四半期 
増 減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 6,858,526 81.6 9,681,097 79.8 2,822,571 41.2

電力工事 883,821 10.5 1,921,327 15.8 1,037,505 117.4

空調給排水工事 528,005 6.3 333,538 2.7 △194,467 △36.8

機器製作 138,426 1.6 200,682 1.7 62,255 45.0

合計 8,408,780 100.0 12,136,645 100.0 3,727,864 44.3

区分

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

対前年同四半期 
増 減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 4,447,073 74.9 6,097,878 75.4 1,650,804 37.1

電力工事 917,582 15.4 1,439,465 17.8 521,883 56.9

空調給排水工事 389,324 6.6 430,218 5.3 40,894 10.5

機器製作 184,705 3.1 123,099 1.5 △61,606 △33.4

合計 5,938,686 100.0 8,090,662 100.0 2,151,976 36.2
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