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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 5,645 △1.7 △3 ― 27 △55.2 2 ―

24年3月期第3四半期 5,745 9.3 33 ― 62 ― △7 ―

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3四半期 0.43 ―

24年3月期第3四半期 △1.41 ―

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3四半期 7,819 5,259 67.3 1,017.23
24年3月期 8,655 5,377 62.1 1,039.90

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,259百万円 24年3月期  5,377百万円

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 ― 25.00 25.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 25.00 25.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 10,000 5.9 600 △14.4 630 △14.6 360 △4.2 69.62



(1) 四半期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「サマリー情報（注意事項）に関する事項 （１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料Ｐ.２「サマリー情報（注意事項）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積り変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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   ：  無

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3Q 5,205,000 株 24年3月期 5,205,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 35,037 株 24年3月期 34,287 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,170,658 株 24年3月期3Q 5,171,468 株

※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の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
づく四半期財務諸表に対する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 
（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の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。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については、添付資料Ｐ.２「当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ
い。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における当社を取り巻く事業環境につきましては、年末に発生したトンネ

ル天井板崩落事故を契機として、インフラの安心・安全への要請が高まり、維持補修や震災復興、

全国防災を含めた社会資本への投資が見直されてきております。 

当社の状況につきましては、港湾、ＲＣの大型案件を中心に受注の立ち上がりが早く、東日本大

震災の影響などから延期されてきた地中の案件にも動きがみられましたが、受注競争は、一段と激

しさを増しております。 

当社は、調査・点検業務、顧客への提案営業を積極的に進め、需要の掘り起こしに努めました結

果、受注高は前年同期に比べ 722 百万円増の 7,841 百万円となりました。売上高は 5,645 百万円、

受注残高は同 858 百万円増の 3,854 百万円となりました。 

損益面では、売上高が第４四半期会計期間に偏る事業特性から、当第３四半期累計期間の経常利

益は 27 百万円（前年同期 62 百万円）となり、四半期純利益は２百万円（前年同期純損失７百万円）

となりました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 835 百万円減の 7,819 百

万円となりました。主な減少要因は完成工事未収入金及び売掛金の減 1,611 百万円であり、主な増

加要因は未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増 576 百万円、関係会社預け金の増 165 百万円

であります。 

 負債につきましては、同 717 百万円減の 2,560 百万円となりました。主な減少要因は支払手形及

び工事未払金の減 328 百万円、流動負債その他に含まれる未払法人税等の減 314 百万円であります。

 純資産につきましては、同 117 百万円減の 5,259 百万円となりました。主な減少要因は配当金の

支払 129 百万円による利益剰余金の減 127 百万円であります。 

 
（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 24 年 11 月 14 日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用につきましては、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （減価償却方法の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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、改正後の法人税率に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

  該当事項はありません。 



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 629,362 603,942

受取手形 527,756 554,772

完成工事未収入金 3,364,324 1,905,340

売掛金 580,742 427,837

商品及び製品 213,547 343,760

未成工事支出金 105,723 514,342

材料貯蔵品 64,807 102,282

繰延税金資産 160,480 160,480

関係会社預け金 2,038,519 2,204,016

その他 54,129 87,077

貸倒引当金 △1,341 △866

流動資産合計 7,738,050 6,902,985

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 210,674 204,673

その他（純額） 218,534 217,671

有形固定資産合計 429,208 422,344

無形固定資産 24,481 22,151

投資その他の資産   

繰延税金資産 245,888 240,581

その他 226,165 240,194

貸倒引当金 △8,537 △8,874

投資その他の資産合計 463,516 471,902

固定資産合計 917,206 916,397

資産合計 8,655,257 7,819,383

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,160,331 843,878

工事未払金 429,040 416,793

買掛金 151,515 156,528

未成工事受入金 15,539 70,837

完成工事補償引当金 11,867 11,670

工事損失引当金 14,533 84,977

賞与引当金 270,000 120,000

役員賞与引当金 30,000 －

資産除去債務 － 1,200

その他 568,520 188,429

流動負債合計 2,651,347 1,894,315

固定負債   

退職給付引当金 561,710 595,935

役員退職慰労引当金 39,345 45,327

資産除去債務 25,814 24,765

固定負債合計 626,870 666,029

負債合計 3,278,217 2,560,344



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,350 866,350

資本剰余金 753,385 753,385

利益剰余金 3,763,511 3,636,459

自己株式 △17,961 △18,494

株主資本合計 5,365,284 5,237,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,755 21,339

評価・換算差額等合計 11,755 21,339

純資産合計 5,377,039 5,259,039

負債純資産合計 8,655,257 7,819,383



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高   

完成工事高 4,637,159 4,373,826

製品等売上高 1,107,980 1,271,529

売上高合計 5,745,139 5,645,355

売上原価   

完成工事原価 3,939,676 3,710,345

製品等売上原価 609,925 765,888

売上原価合計 4,549,601 4,476,233

売上総利益   

完成工事総利益 697,483 663,481

製品等売上総利益 498,055 505,640

売上総利益合計 1,195,538 1,169,122

販売費及び一般管理費 1,162,168 1,172,410

営業利益又は営業損失（△） 33,370 △3,287

営業外収益   

受取利息 15,693 16,747

その他 13,408 14,487

営業外収益合計 29,102 31,234

営業外費用   

営業外費用合計 256 43

経常利益 62,215 27,903

特別損失   

固定資産除却損 777 2,029

特別損失合計 777 2,029

税引前四半期純利益 61,438 25,873

法人税、住民税及び事業税 68,715 23,657

法人税等合計 68,715 23,657

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,277 2,216



   
 

 

 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 



５．補足情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 5,866,200 82.4 6,113,901 78.0 247,700 7,706,712 81.3

製品等販売部門 1,252,596 17.6 1,727,812 22.0 475,216 1,773,636 18.7

7,118,796 100.0 7,841,713 100.0 722,917 9,480,348 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 4,637,159 80.7 4,373,826 77.5 △ 263,332 7,674,301 81.3

製品等販売部門 1,107,980 19.3 1,271,529 22.5 163,548 1,770,320 18.7

5,745,139 100.0 5,645,355 100.0 △ 99,784 9,444,621 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 2,653,289 88.6 3,196,734 82.9 543,444 1,456,659 87.9

製品等販売部門 342,706 11.4 657,691 17.1 314,984 201,407 12.1

2,995,996 100.0 3,854,425 100.0 858,428 1,658,066 100.0

（平成23年12月31日） （平成24年12月31日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比

金　　　額

（平成24年3月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成24年3月31日）

（自　平成23年4月１日

　至　平成24年3月31日）

当第３四半期累計期間

（自　平成23年4月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第３四半期累計期間

（自　平成24年4月1日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成24年12月31日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成24年4月1日

金　　　額

　至　平成24年12月31日）

合　　　　　　計

　至　平成23年12月31日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

合　　　　　　計

前第３四半期累計期間

（自　平成23年4月1日

　至　平成23年12月31日）

金　　　額 構成比

（自　平成23年4月1日

金　　　額

前第３四半期累計期間

合　　　　　　計
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