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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策の効果から、企業収益

の改善が進み、個人消費には持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

 当社グループの事業に関連する建設業界は、公共投資は堅調に推移し、民間設備投資も増加傾向にあるものの、

価格競争の激化は継続しており、厳しい受注環境が続いております。 

 このような経済環境下にありまして、当社グループはグループ間の協調営業による受注拡大、原価管理の徹底に

よる利益確保に重点を置いた活動に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は135億63百万円（前年同四半期比5.1％増）となりました。利益

につきましては、売上高総利益率が低下したため、営業利益は２億74百万円（同32.0％減）、経常利益は２億99百

万円（同35.2％減）、四半期純利益は１億29百万円（同46.2％減）となりました。 

 なお、当社グループの工事事業における売上高は、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

事の割合が大きく、業績には季節的変動があります。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 管工機材販売事業につきましては、売上高は68億85百万円（前年同四半期比2.0％増）となりましたが、販売費

及び一般管理費が増加し、営業損失は77百万円（前年同四半期は営業損失30百万円）となりました。 

 工事事業につきましては、受注工事高・完成工事高がともに堅調に推移し、売上高は62億98百万円（前年同四半

期比8.4％増）となりましたが、営業利益は４億57百万円（同15.1％減）となりました。 

 工事事業における完成工事高は61億47百万円（前年同四半期比8.3％増）となり、新設工事が24億82百万円（同

0.2％減）、既設工事が25億36百万円（同21.9％増）、保守工事が11億28百万円（同1.5％増）となりました。 

 また、工事事業における受注工事高は96億24百万円（同13.2％増）となり、新設工事が40億55百万円（同1.9％

増）、既設工事が41億４百万円（同33.6％増）、保守工事が14億64百万円(同1.0％増）となりました。 

 環境機器販売事業につきましては、売上高は３億79百万円（前年同四半期比8.9％増）となり、営業利益は12百

万円（同4.6％減）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状態 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、資産の部は前連結会計年度に比べて７億38百万円増加

し188億54百万円、負債の部は６億33百万円増加し96億27百万円、純資産の部は１億５百万円増加し92億26百万円

となりました。 

 資産の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、現金及び預金が７億11百万円、未成工事支出金が

14億80百万円増加したことによるものであり、減少要因といたしましては、売上債権であります受取手形及び売掛

金並びに営業未収入金の合計額が17億14百万円減少したことによるものであります。 

 負債の部の主な増減要因のうち、増加要因といたしましては、仕入債務であります支払手形及び買掛金が２億22

百万円、短期借入金が３億14百万円、未成工事受入金が５億29百万円増加したことによるものであり、減少要因と

いたしましては、未払法人税等が２億89百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部の主な増加要因といたしましては、利益剰余金が36百万円、その他有価証券評価差額金が55百万円増

加したことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に発表した公表数値に変更はありません。 

 なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があ

ります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

該当事項はありません。   

  

（４）追加情報 

 (役員退職慰労引当金） 

 当社は、役員の退職による慰労金の支給に備えて、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、役員退

職慰労金制度を廃止し、平成25年６月25日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議

しました。 

 なお、支給時期は各取締役及び監査役の退任時とし、当該総会までの期間に相当する役員退職慰労金相当額

74,550千円を固定負債「その他」に含めて表示しております。  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,395,545 5,107,270

受取手形及び売掛金 6,708,355 5,296,195

営業未収入金 1,836,078 1,533,412

有価証券 20,608 20,617

商品 392,504 417,499

未成工事支出金 1,240,322 2,720,361

原材料及び貯蔵品 22,717 41,879

繰延税金資産 165,883 115,378

その他 97,908 140,848

貸倒引当金 △25,989 △20,395

流動資産合計 14,853,936 15,373,069

固定資産   

有形固定資産 1,687,931 1,655,536

無形固定資産 80,228 66,477

投資その他の資産   

投資有価証券 745,800 841,387

その他 762,297 962,519

貸倒引当金 △14,361 △44,442

投資その他の資産合計 1,493,736 1,759,463

固定資産合計 3,261,896 3,481,478

資産合計 18,115,833 18,854,547



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,674,650 5,897,559

短期借入金 1,296,732 1,610,756

未払法人税等 360,029 70,427

未成工事受入金 501,987 1,031,438

賞与引当金 246,122 162,511

役員賞与引当金 37,500 26,950

完成工事補償引当金 23,110 13,700

工事損失引当金 5,900 26,600

その他 365,359 314,937

流動負債合計 8,511,392 9,154,880

固定負債   

長期借入金 54,664 42,622

繰延税金負債 89,131 98,730

再評価に係る繰延税金負債 132,393 132,393

退職給付引当金 6,962 7,538

役員退職慰労引当金 136,300 68,492

その他 63,514 123,275

固定負債合計 482,965 473,052

負債合計 8,994,357 9,627,932

純資産の部   

株主資本   

資本金 599,400 599,400

資本剰余金 529,314 529,314

利益剰余金 8,385,021 8,421,677

自己株式 △256,777 △256,777

株主資本合計 9,256,958 9,293,614

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 100,412 155,596

土地再評価差額金 △367,869 △367,869

その他の包括利益累計額合計 △267,457 △212,273

少数株主持分 131,974 145,273

純資産合計 9,121,475 9,226,615

負債純資産合計 18,115,833 18,854,547



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 12,911,051 13,563,382

売上原価 10,630,692 11,337,228

売上総利益 2,280,359 2,226,154

販売費及び一般管理費 1,876,562 1,951,521

営業利益 403,797 274,633

営業外収益   

受取配当金 17,798 19,605

受取賃貸料 16,770 13,014

持分法による投資利益 13,269 －

その他 29,474 17,195

営業外収益合計 77,313 49,815

営業外費用   

支払利息 14,028 12,643

不動産賃貸費用 3,164 6,267

持分法による投資損失 － 2,267

その他 1,925 3,995

営業外費用合計 19,118 25,173

経常利益 461,991 299,274

特別利益   

固定資産売却益 40 1,332

特別利益合計 40 1,332

特別損失   

固定資産売却損 416 180

固定資産除却損 91 523

投資有価証券評価損 － 315

会員権売却損 1,241 －

会員権評価損 6,956 －

特別損失合計 8,705 1,018

税金等調整前四半期純利益 453,326 299,589

法人税、住民税及び事業税 151,049 123,381

法人税等調整額 52,417 31,954

法人税等合計 203,467 155,335

少数株主損益調整前四半期純利益 249,859 144,253

少数株主利益 8,522 14,485

四半期純利益 241,336 129,767



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 249,859 144,253

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,492 54,459

持分法適用会社に対する持分相当額 795 780

その他の包括利益合計 △1,697 55,240

四半期包括利益 248,161 199,493

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 239,616 184,951

少数株主に係る四半期包括利益 8,545 14,541



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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