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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 5,938 37.4 △214 ― △327 ― △200 ―
24年3月期第1四半期 4,323 △18.2 △448 ― △439 ― △273 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △230百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △257百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △9.35 ―
24年3月期第1四半期 △12.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 36,394 26,769 73.6
24年3月期 38,384 27,214 70.9
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  26,769百万円 24年3月期  27,214百万円

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

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、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) 13,000 9.4 △250 ― △150 ― △200 ― △9.34
通期 31,000 3.9 350 ― 600 ― 300 ― 14.01



(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３ページ「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３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   ：  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1Q 23,805,000 株 24年3月期 23,805,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,389,767 株 24年3月期 2,389,767 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 21,415,233 株 24年3月期1Q 21,419,275 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25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 10,000 22.9 △300 ― △200 ― △250 ― △11 67

通期 24,000 11.4 200 ― 400 ― 200 ― 9 34

※  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、東日本大震災の復興関連需要や堅調な個人消費な

どにより、景気の動向は回復基調にありました。しかしながら海外経済においては、欧州の政府債務危

機問題が依然として残り、中国をはじめとする新興国における景気の減速が懸念され、先行きの不透明

な状況で推移することとなりました。 

 建設業界におきましては、公共投資は震災関連予算により一時的に増加が見込まれたものの、民間設

備投資は円高の進行や電力供給制約の問題もあり、引き続き、受注状況は厳しいものとなりました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは営業力の強化を重点課題として、提案営業や新規顧客先

開拓など積極的な営業活動を展開してまいりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高は84億８百万円（前年同四半期比6.3％

増）となり、売上高は59億38百万円（前年同四半期比37.4％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、営業損失は２億14百万円（前年

同四半期は、営業損失４億48百万円）となり、為替差損２億32百万円の影響もあり、経常損失３億27百

万円（前年同四半期は、経常損失４億39百万円）、四半期純損失２億円（前年同四半期は、四半期純損

失２億73百万円）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36億49百万円（前年同四半期比29.6％増）となり、営業損失は

28百万円（前年同四半期は、営業損失２億25百万円）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18億95百万円（前年同四半期比36.9％増）となり、営業利益は

71百万円（前年同四半期は、営業利益６百万円）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３億98百万円（前年同四半期比225.1％増）となり、営業利益

は４百万円（前年同四半期は、営業利益４百万円）となりました。 

  

（資産、負債および純資産の状況） 

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19億89百万円減少し、363億

94百万円となりました。主な要因は、現金預金16億40百万円の増加に対し、受取手形・完成工事未収入

金等37億77百万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15億44百万円減少し、96億25百万円となりました。主な要因

は、未成工事受入金８億93百万円の増加に対し、支払手形・工事未払金等21億45百万円の減少などによ

るものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億45百万円減少し、267億69百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金４億14百万円の減少などによるものです。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しといたしましては、国内景気は復興関連需要等を背景に、景気回復の動きが顕著なもの

となることが期待されますが、海外においては、欧州の政府債務危機問題が懸念されるなかで、景気の

減速感が広がっていくものと予想されます。 

 なお、連結業績予想につきまして、現時点では、平成24年５月18日に公表いたしました業績予想と変

更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

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。 

これによる影響額は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 10,236,633 11,876,636

受取手形・完成工事未収入金等 12,693,573 8,916,378

有価証券 1,299,776 1,299,715

未成工事支出金 546,874 994,505

繰延税金資産 160,303 303,002

その他 2,307,722 2,030,569

貸倒引当金 △1,448,680 △1,449,022

流動資産合計 25,796,201 23,971,786

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,788,016 3,787,562

その他（純額） 1,758,105 1,740,426

有形固定資産合計 5,546,122 5,527,988

無形固定資産 86,939 82,034

投資その他の資産   

投資有価証券 2,851,167 2,716,039

投資不動産（純額） 3,627,218 3,618,104

その他 744,805 746,711

貸倒引当金 △268,000 △268,000

投資その他の資産合計 6,955,191 6,812,855

固定資産合計 12,588,253 12,422,878

資産合計 38,384,455 36,394,664

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,875,526 5,730,520

短期借入金 257,907 271,806

未払法人税等 75,841 58,559

未成工事受入金 880,675 1,773,933

完成工事補償引当金 15,000 15,000

工事損失引当金 165,310 158,061

その他 1,154,358 981,065

流動負債合計 10,424,620 8,988,947

固定負債   

繰延税金負債 85,308 26,504

役員退職慰労引当金 301,168 254,210

その他 358,980 355,719

固定負債合計 745,457 636,434

負債合計 11,170,078 9,625,382
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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１四半期連結会計期間 
(平成24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 24,955,239 24,540,905

自己株式 △950,947 △950,947

株主資本合計 27,201,543 26,787,209

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 61,604 △36,807

為替換算調整勘定 △48,770 18,879

その他の包括利益累計額合計 12,833 △17,927

純資産合計 27,214,377 26,769,282

負債純資産合計 38,384,455 36,394,664
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 4,323,736 5,938,686

売上原価 4,018,697 5,380,628

売上総利益 305,038 558,058

販売費及び一般管理費 753,159 772,356

営業損失（△） △448,120 △214,297

営業外収益   

受取利息 3,942 5,928

受取配当金 24,615 23,894

受取地代家賃 90,588 87,543

持分法による投資利益 18,670 17,183

その他 26,130 32,470

営業外収益合計 163,946 167,020

営業外費用   

支払利息 3,122 3,787

不動産賃貸費用 26,592 26,947

為替差損 104,364 232,284

その他 20,782 17,194

営業外費用合計 154,862 280,214

経常損失（△） △439,036 △327,491

特別利益   

固定資産売却益 － 1,892

その他 1,854 －

特別利益合計 1,854 1,892

特別損失   

その他 494 63

特別損失合計 494 63

税金等調整前四半期純損失（△） △437,676 △325,662

法人税等 △164,409 △125,481

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △273,267 △200,181

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △273,267 △200,181
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △273,267 △200,181

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,049 △98,411

為替換算調整勘定 25,858 67,650

その他の包括利益合計 15,809 △30,760

四半期包括利益 △257,457 △230,942

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △257,457 △230,942

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。 

  

  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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△233,453千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、ブルネイ等 

（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 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 2,816,047 1,385,182 122,506 4,323,736 ― 4,323,736

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,816,047 1,385,182 122,506 4,323,736 ― 4,323,736

セグメント利益又は 
損失（△）

△225,568 6,195 4,706 △214,666 △233,453 △448,120

(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

（５）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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４．（参考）四半期個別業績

（参考）平成25年３月期第１四半期の個別業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 4,384 △37.9 △258 ― △399 ― △256 ―

24年３月期第１四半期 3,180 △19.9 △487 ― △458 ― △278 ―

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１四半期 △11 97 ―

24年３月期第１四半期 △13 02 ―

 (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 ％

25年３月期第１四半期 33,434 25,857 77.3

24年３月期 35,608 26,426 74.2

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 25,857百万円 24年３月期 26,426百万円
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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、％) 

 
  

５．補足情報

（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23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

当第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)

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 6,584,796 83.3 6,858,526 81.6 273,729 4.2

電力工事 808,460 10.2 883,821 10.5 75,361 9.3

空調給排水工事 305,651 3.9 528,005 6.3 222,354 72.7

機器製作 208,133 2.6 138,426 1.6 △69,706 △33.5

合計 7,907,041 100.0 8,408,780 100.0 501,739 6.3

区分

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

当第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)

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 3,349,847 77.5 4,447,073 74.9 1,097,226 32.8

電力工事 639,592 14.8 917,582 15.4 277,989 43.5

空調給排水工事 203,922 4.7 389,324 6.6 185,402 90.9

機器製作 130,374 3.0 184,705 3.1 54,331 41.7

合計 4,323,736 100.0 5,938,686 100.0 1,614,950 37.4
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