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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 27,426 5.9 △180 ― △150 ― △242 ―
25年3月期第2四半期 25,909 △0.8 △647 ― △693 ― △521 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 167百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △614百万円 （―％）

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2四半期 △8.35 ―
25年3月期第2四半期 △17.95 ―

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2四半期 41,939 20,029 47.6 687.38
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2四半期  19,974百万円 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、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 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2Q 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2Q 113,204 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2Q 29,059,846 株 25年3月期2Q 29,065,664 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州諸国の財政問題や新興国の経済停滞等、海外

景気の下振れが懸念されるものの、政府による経済政策や金融緩和への期待感から、円安・株高が進行

し、輸出関連企業を中心に企業収益が改善するなど、景気は緩やかな回復傾向となりました。 

 防災・情報通信業界におきましては、企業収益の改善等を背景に建築工事費予定額は、増加傾向にあ

り、公共投資も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37,902百万円(前年同四半期比15.9％増)、売上高は27,426百万円(前年同四半期比5.9％増)ととも

に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、営業損失は180百万円(前年同四半期は営業損失647百万円)、経常損失は150百万円(前年同四半期

は経常損失693百万円)、四半期純損失は242百万円(前年同四半期は四半期純損失521百万円)と損失額が

いずれも減少いたしました。 

  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２四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3,807百万円

減少し、41,939百万円となりました。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3,587百万円減少し、21,910百万円とな

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219百万円減少し、20,029百万

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。 

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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,203 3,175

受取手形及び売掛金 17,864 13,760

製品 2,266 2,213

仕掛品 225 452

原材料 2,677 3,029

未成工事支出金 2,806 3,539

その他 1,064 1,226

貸倒引当金 △80 △73

流動資産合計 31,027 27,323

固定資産

有形固定資産

土地 4,053 4,064

その他（純額） 2,566 2,652

有形固定資産合計 6,619 6,717

無形固定資産

のれん 890 824

その他 2,087 1,851

無形固定資産合計 2,978 2,675

投資その他の資産

その他 5,286 5,389

貸倒引当金 △165 △165

投資その他の資産合計 5,121 5,223

固定資産合計 14,719 14,616

資産合計 45,746 41,939

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,765 7,473

短期借入金 523 479

未払法人税等 680 154

工事損失引当金 31 33

製品補償引当金 39 24

その他 7,803 6,447

流動負債合計 17,844 14,611

固定負債

長期借入金 1,648 1,438

退職給付引当金 4,855 4,786

役員退職慰労引当金 9 9

その他 1,140 1,065

固定負債合計 7,653 7,299

負債合計 25,497 21,910
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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２四半期連結会計期間
(平成25年９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 13,997

自己株式 △56 △57

株主資本合計 21,087 20,466

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 456 696

土地再評価差額金 △704 △704

為替換算調整勘定 △657 △483

その他の包括利益累計額合計 △905 △491

少数株主持分 66 54

純資産合計 20,248 20,029

負債純資産合計 45,746 41,939
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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２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 25,909 27,426

売上原価 18,756 18,963

売上総利益 7,153 8,463

販売費及び一般管理費

給料及び手当 2,909 3,122

その他 4,891 5,521

販売費及び一般管理費合計 7,800 8,643

営業損失（△） △647 △180

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 18 21

その他 84 67

営業外収益合計 104 91

営業外費用

支払利息 17 18

売上割引 13 16

その他 118 26

営業外費用合計 150 62

経常損失（△） △693 △150

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 3 1

減損損失 － 8

特別損失合計 3 9

税金等調整前四半期純損失（△） △696 △157

法人税、住民税及び事業税 50 101

法人税等調整額 △228 △12

法人税等合計 △178 89

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △518 △246

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △3

四半期純損失（△） △521 △242
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  四半期連結包括利益計算書
  第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △518 △246

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △20 240

為替換算調整勘定 △75 173

その他の包括利益合計 △96 414

四半期包括利益 △614 167

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △617 171

少数株主に係る四半期包括利益 3 △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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