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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 837 △5.7 △9 ― △16 ― △31 ―

24年3月期第1四半期 888 △2.1 △49 ― △58 ― △66 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △23百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △61百万円 （―％）

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 △3.48 ―

24年3月期第1四半期 △7.37 ―

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

25年3月期第1四半期 4,718 2,060 43.2 227.14
24年3月期 4,901 2,129 43.0 234.89

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,038百万円 24年3月期  2,108百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 1,900 △2.9 15 △82.6 15 △77.2 △10 ― △1.11

通期 4,550 0.8 370 △4.3 350 △10.0 180 △16.1 20.05



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.２「１．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（１）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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、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。 

※  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 8,987,700 株 24年3月期 8,987,700 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 10,961 株 24年3月期 10,803 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,976,818 株 24年3月期1Q 8,977,842 株
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  （１）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） 

 当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影

響は軽微であります。 

   

１．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 
（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   

現金及び預金 513,425 490,774

受取手形及び売掛金 1,316,431 1,008,679

仕掛品 74,966 215,016

原材料及び貯蔵品 64,433 68,774

繰延税金資産 93,668 89,927

その他 41,721 50,067

貸倒引当金 △5,506 △4,337

流動資産合計 2,099,138 1,918,900

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 385,242 381,856

機械装置及び運搬具（純額） 38,281 37,570

工具、器具及び備品（純額） 21,581 20,671

土地 1,900,031 1,900,031

その他（純額） 13,926 13,396

有形固定資産合計 2,359,063 2,353,526

無形固定資産 140,031 145,231

投資その他の資産   

投資有価証券 166,665 162,828

繰延税金資産 4,980 692

その他 138,187 142,074

貸倒引当金 △7,050 △4,402

投資その他の資産合計 302,782 301,193

固定資産合計 2,801,877 2,799,951

資産合計 4,901,016 4,718,852



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 671,850 540,045

短期借入金 89,800 81,550

1年内返済予定の長期借入金 214,188 170,444

未払法人税等 170,492 10,173

賞与引当金 69,109 28,010

工事損失引当金 111,247 115,649

その他 234,963 352,707

流動負債合計 1,561,650 1,298,579

固定負債   

長期借入金 903,648 1,047,840

退職給付引当金 215,387 213,038

その他 90,702 98,558

固定負債合計 1,209,738 1,359,437

負債合計 2,771,389 2,658,017

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 1,110,870 1,034,738

自己株式 △1,129 △1,149

株主資本合計 2,104,193 2,028,042

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,939 △826

為替換算調整勘定 2,488 11,782

その他の包括利益累計額合計 4,428 10,956

少数株主持分 21,005 21,836

純資産合計 2,129,627 2,060,834

負債純資産合計 4,901,016 4,718,852



（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 888,195 837,359

売上原価 760,438 663,662

売上総利益 127,756 173,696

販売費及び一般管理費 177,032 183,414

営業損失（△） △49,275 △9,717

営業外収益   

受取利息 44 354

受取配当金 344 1,680

その他 1,296 1,442

営業外収益合計 1,685 3,477

営業外費用   

支払利息 6,879 5,428

為替差損 3,752 5,000

その他 － 70

営業外費用合計 10,632 10,499

経常損失（△） △58,222 △16,739

税金等調整前四半期純損失（△） △58,222 △16,739

法人税、住民税及び事業税 3,587 8,164

法人税等調整額 6,242 9,495

法人税等合計 9,829 17,659

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △68,051 △34,399

少数株主損失（△） △1,902 △3,151

四半期純損失（△） △66,148 △31,247



（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（△） △68,051 △34,399

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △286 △2,766

為替換算調整勘定 7,051 13,277

その他の包括利益合計 6,765 10,511

四半期包括利益 △61,286 △23,888

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △60,138 △24,719

少数株主に係る四半期包括利益 △1,148 831



 該当事項はありません。 

  

  

 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）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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