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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 12,402 10.9 △621 ― △544 ― △368 ―
25年3月期第1四半期 11,187 △8.5 △909 ― △886 ― △596 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △180百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △715百万円 （―％）

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 △12.68 ―
25年3月期第1四半期 △20.51 ―

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

26年3月期第1四半期 41,546 19,681 47.2 675.39
25年3月期 45,746 20,248 44.1 694.48
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  19,626百万円 25年3月期  20,182百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 13.00 13.00

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) 25,000 △3.5 △700 ― △700 ― △500 ― △17.20
通期 64,000 3.6 2,300 20.1 2,250 17.1 1,100 9.2 37.85



(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．当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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 29,172,000 株 25年3月期 29,172,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 111,829 株 25年3月期 111,129 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 29,060,438 株 25年3月期1Q 29,065,874 株
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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、新政権による様々な経済・金融政策への期待か

ら、円高の是正や株価上昇などが進み、緩やかな景気回復への動きが見られました。円安の影響による

輸入価格の上昇や海外経済の減速懸念など国内景気を下押しするリスクもあるものの、この動きは今後

も続くことが期待されます。 

 防災・情報通信業界におきましては、民間の設備投資が企業収益の改善にともない持ち直しの動きも

見られるほか、公共投資が堅調に推移するなど明るい兆しも見え始めております。 

 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18,770百万円(前年同四半期比16.1％増)、売上高は12,402百万円(前年同四半期比10.9％増)といず

れも前年同四半期を上回る結果となりました。利益につきましては、売上高の増加や原価率の改善など

により、経常損失は544百万円(前年同四半期は経常損失886百万円)、四半期純損失は368百万円(前年同

四半期は四半期純損失596百万円)と損失額はともに減少いたしました。 

 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１四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4,199百万円

減少し、41,546百万円となりました。これは主に、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3,632百万円減少し、21,864百万円とな

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566百万円減少し、19,681百万

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26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点において平成

25年５月14日に公表いたしました予想数値に変更ありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

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
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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

現金及び預金 4,203 2,722

受取手形及び売掛金 17,864 14,343

製品 2,266 2,486

仕掛品 225 360

原材料 2,677 2,899

未成工事支出金 2,806 2,835

その他 1,064 1,322

貸倒引当金 △80 △65

流動資産合計 31,027 26,905

固定資産

有形固定資産

土地 4,053 4,058

その他（純額） 2,566 2,602

有形固定資産合計 6,619 6,660

無形固定資産

のれん 890 857

その他 2,087 1,966

無形固定資産合計 2,978 2,824

投資その他の資産

その他 5,286 5,320

貸倒引当金 △165 △163

投資その他の資産合計 5,121 5,156

固定資産合計 14,719 14,641

資産合計 45,746 41,546

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,765 7,678

短期借入金 523 480

未払法人税等 680 100

工事損失引当金 31 35

製品補償引当金 39 26

その他 7,803 6,145

流動負債合計 17,844 14,467

固定負債

長期借入金 1,648 1,543

退職給付引当金 4,855 4,798

役員退職慰労引当金 9 8

その他 1,140 1,047

固定負債合計 7,653 7,397

負債合計 25,497 21,864
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（単位：百万円）

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 3,798 3,798

資本剰余金 2,728 2,728

利益剰余金 14,617 13,871

自己株式 △56 △56

株主資本合計 21,087 20,341

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 456 552

土地再評価差額金 △704 △704

為替換算調整勘定 △657 △562

その他の包括利益累計額合計 △905 △714

少数株主持分 66 54

純資産合計 20,248 19,681

負債純資産合計 45,746 41,546
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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：百万円）

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 11,187 12,402

売上原価 8,098 8,731

売上総利益 3,089 3,670

販売費及び一般管理費

給料及び手当 1,477 1,555

その他 2,520 2,736

販売費及び一般管理費合計 3,998 4,292

営業損失（△） △909 △621

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 17 19

貸倒引当金戻入額 13 18

為替差益 － 42

その他 50 27

営業外収益合計 82 109

営業外費用

支払利息 7 10

売上割引 9 10

その他 42 12

営業外費用合計 59 32

経常損失（△） △886 △544

特別利益

有形固定資産売却益 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失

有形固定資産除却損 1 －

減損損失 － 8

会員権評価損 1 0

特別損失合計 3 8

税金等調整前四半期純損失（△） △890 △550

法人税、住民税及び事業税 8 36

法人税等調整額 △300 △215

法人税等合計 △291 △178

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △598 △372

少数株主損失（△） △2 △3

四半期純損失（△） △596 △368
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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：百万円）

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損失（△） △598 △372

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △25 96

為替換算調整勘定 △91 95

その他の包括利益合計 △116 191

四半期包括利益 △715 △180

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △713 △177

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △3
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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) 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）
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