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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 3,254 △16.7 △118 ― △100 ― △58 ―
25年3月期第1四半期 3,905 △21.7 △27 ― △11 ― △23 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 64百万円 （△33.2％） 25年3月期第1四半期 96百万円 （―％）

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 △4.57 ―
25年3月期第1四半期 △1.87 ―

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 15,135 9,791 64.7
25年3月期 15,663 10,059 64.2
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 9,791百万円 25年3月期 10,059百万円

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
 平成26年３月期(予想)期末配当金の内訳 普通配当 18円00銭 記念配当 ５円00銭

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 ― ― ― 26.00 26.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 23.00 23.00

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) 8,500 △4.6 △170 ― △140 ― △110 ― △8.61
通期 23,400 7.2 730 △29.3 790 △29.3 450 △24.4 35.22



(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 ： 有
(注)詳細は、添付資料P．２「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

(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、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いません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１.平成25年５月14日に公表しました連結業績予想から、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。
２.本資料に掲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及び合理的であると判断する一定の情報に基づいており、実際
の業績等は今後様々な要因により大きく変わる可能性があります。

※  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 12,780,000 株 25年3月期 12,780,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 3,260 株 25年3月期 3,260 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 12,776,740 株 25年3月期1Q 12,776,740 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安・株高を背景に、輸出の回復が生産の増加や企業収益

の改善に繋がり、個人消費も緩やかに拡大するなど、景気回復の兆しが見られました。一方、米国経済は回復傾

向にあるものの、欧州経済は引続き低迷、中国等新興国の経済成長にも減速の動きが見られます。

建設業界におきましては、公共工事は増加傾向にあり、民間設備投資の緩やかな回復もあり底堅く推移してお

りますが、受注における厳しい価格競争が継続する経営環境にあります。

このような状況の中、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 3,254百万円（前年同四半

期比 16.7％減）となりました。

損益面では、売上高の減少などから、営業損失118百万円（前年同四半期 営業損失 27百万円）、経常損失 

100百万円（前年同四半期 経常損失 11百万円）となりました。

また、法人税等を調整した四半期純損益につきましては、四半期純損失 58百万円（前年同四半期 四半期純損

失 23百万円）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①エンジニアリング事業

非鉄金属及び金属加工関連工事の完成が翌四半期以降へずれた事などにより、売上高は 2,275百万円（前年同

四半期比20.7％減）となりました。

また、損益は、経常利益 76百万円（前年同四半期比 1.2％増）となりました。

②パイプ・素材事業

素材部門における遮音、遮蔽材の出荷減などにより、売上高は988百万円（前年同四半期比 7.2％減）となり

ました。

また、損益は、経常損失 36百万円（前年同四半期 経常利益 51百万円）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較して、受取手形・完成工事未収入金等

が1,547百万円減少し、未成工事支出金が839百万円増加したことなどにより、527百万円減少し15,135百万円

（前連結会計年度末比3.4％減）となりました。

負債については、支払手形・工事未払金等が 618百万円減少したことなどにより、260百万円減少し、5,343百

万円（前連結会計年度末比4.6％減）となり、また、純資産は、剰余金の配当等により 267百万円減少し、9,791

百万円（前連結会計年度末比2.7％減）となりました。

この結果、自己資本比率は 64.7％（前連結会計年度 64.2%）となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間末において、借入金等の有利子負債はありません。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年５月14日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。

（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

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によってお

ります。

（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。

１．当四半期決算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



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 1,762,750 2,024,286

受取手形・完成工事未収入金等 6,865,218 5,317,259

未成工事支出金 1,099,750 1,939,116

商品及び製品 140,519 154,693

材料貯蔵品 290,903 371,091

預け金 2,817,806 2,585,920

繰延税金資産 231,422 273,986

その他 230,146 233,410

貸倒引当金 △7,580 △5,666

流動資産合計 13,430,935 12,894,098

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 467,779 467,779

機械・運搬具 1,696,976 1,709,486

工具器具・備品 877,509 884,524

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 5,443 5,443

建設仮勘定 118,252 133,959

減価償却累計額 △2,667,891 △2,688,652

有形固定資産合計 1,597,069 1,611,540

無形固定資産

ソフトウエア 62,732 56,773

その他 8,148 8,129

無形固定資産合計 70,880 64,902

投資その他の資産

投資有価証券 58,926 64,709

繰延税金資産 324,106 317,013

その他 200,882 202,662

貸倒引当金 △19,308 △19,308

投資その他の資産合計 564,606 565,077

固定資産合計 2,232,556 2,241,520

資産合計 15,663,492 15,135,618



（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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,047,801 2,428,991

未払法人税等 340,986 9,814

未成工事受入金 136,889 812,111

賞与引当金 340,500 172,200

役員賞与引当金 27,000 －

完成工事補償引当金 106,700 110,300

工事損失引当金 57,300 87,900

その他 345,239 525,347

流動負債合計 4,402,416 4,146,665

固定負債

退職給付引当金 1,101,600 1,119,205

役員退職慰労引当金 74,067 46,540

繰延税金負債 195 285

その他 25,952 31,164

固定負債合計 1,201,815 1,197,195

負債合計 5,604,231 5,343,861

純資産の部

株主資本

資本金 1,085,350 1,085,350

資本剰余金 684,400 684,400

利益剰余金 8,475,074 8,084,476

自己株式 △2,083 △2,083

株主資本合計 10,242,740 9,852,142

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 43,137 43,516

為替換算調整勘定 △226,617 △103,901

その他の包括利益累計額合計 △183,480 △60,385

純資産合計 10,059,260 9,791,757

負債純資産合計 15,663,492 15,135,618



（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

完成工事高 3,210,558 2,741,677

兼業事業売上高 694,800 512,976

売上高合計 3,905,358 3,254,653

売上原価

完成工事原価 2,819,465 2,377,807

兼業事業売上原価 554,100 413,602

売上原価合計 3,373,566 2,791,409

売上総利益

完成工事総利益 391,092 363,869

兼業事業総利益 140,699 99,374

売上総利益合計 531,792 463,243

販売費及び一般管理費 559,087 581,315

営業損失（△） △27,295 △118,071

営業外収益

受取利息 18,157 12,937

持分法による投資利益 970 －

為替差益 － 3,278

雑収入 4,064 3,088

営業外収益合計 23,192 19,304

営業外費用

支払利息 40 24

為替差損 6,865 －

持分法による投資損失 － 1,532

賃貸収入原価 259 296

雑支出 377 200

営業外費用合計 7,542 2,054

経常損失（△） △11,645 △100,820

特別利益

固定資産売却益 650 －

特別利益合計 650 －

特別損失

固定資産除却損 269 147

会員権評価損 1,550 －

特別損失合計 1,819 147

税金等調整前四半期純損失（△） △12,814 △100,968

法人税等 11,019 △42,565

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △23,834 △58,402

四半期純損失（△） △23,834 △58,402



（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損失（△） △23,834 △58,402

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 △2,647 379

為替換算調整勘定 118,817 115,399

持分法適用会社に対する持分相当額 4,563 7,316

その他の包括利益合計 120,734 123,095

四半期包括利益 96,900 64,692

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 96,900 64,692



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 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）

１．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

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

(注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

Ⅱ 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）

１．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

（単位：千円）

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

エンジニアリング事業 パイプ・素材事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 2,868,603 1,036,755 3,905,358

セグメント間の内部売上高

又は振替高
614 28,298 28,912

計 2,869,217 1,065,053 3,934,271

セグメント利益 75,234 51,924 127,158

利益 金額

報告セグメント計 127,158

全社費用（注） △138,803

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △11,645

エンジニアリング事業 パイプ・素材事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 2,270,547 984,106 3,254,653

セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,861 4,360 9,221

計 2,275,408 988,466 3,263,875

セグメント利益又は損失（△） 76,146 △36,394 39,751



２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

（１）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。

②受注実績

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）

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③売上実績

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）

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

利益 金額

報告セグメント計 39,751

全社費用（注） △140,572

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △100,820

４．補足情報

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％）
受注残高（千円）

前年同四半期比
（％）

エンジニアリング事業 4,989,002 241.0 9,283,124 160.6

パイプ・素材事業 1,558,733 118.4 2,451,116 94.9

セグメント間の内部売上高又は振替高 △3,730 － △48,876 －

合計 6,544,004 194.0 11,685,363 142.6

セグメントの名称 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

エンジニアリング事業 2,275,408 79.3

パイプ・素材事業 988,466 92.8

セグメント間の内部売上高又は振替高 △9,221 －

合計 3,254,653 83.3
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