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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 5,629 △1.1 △39 ― △30 ― △30 ―
24年3月期第3四半期 5,692 △0.9 △92 ― △79 ― △11 ―

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 △4.78 ―
24年3月期第3四半期 △1.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 7,037 4,158 59.1
24年3月期 6,813 4,231 62.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,158百万円 24年3月期  4,231百万円

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25年3月期の配当予想は未定であります。 

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 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

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 6.1 110 △21.8 125 △20.7 80 △49.5 12.65



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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   ：  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3Q 6,500,000 株 24年3月期 6,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 179,628 株 24年3月期 178,085 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 6,321,106 株 24年3月期3Q 6,323,152 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 
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、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
Ｐ2「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間における北海道経済は、民間設備投資は緩やかに持ち直しの動きが見られたも

のの、公共工事は横ばい傾向で、個人消費、雇用環境など依然と厳しい状況が続いており、引き続き厳

しい経営環境でありました。                                  

このような厳しい環境のもと、当社は、懸命な営業活動を展開した結果、当第３四半期累計期間の受

注高は、9,509,752千円(前年同期比2,124,590千円の増加)、売上高は、5,629,662千円(前年同期比

63,152千円の減収)となりました。  

損益につきましては、原価低減、費用削減に努力し、経常損失は、30,030千円(前年同期は79,595千

円)、四半期純損失は、30,198千円(前年同期は11,372千円)となりました。  

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比224,694千円(3.3％)増加の7,037,894千

円となりました。 

資産の部では、流動資産は前事業年度末比97,243千円(1.9％)増加の5,318,614千円となりました。 

これは主に完成工事未収入金639,913千円及び現金預金429,083千円などが減少し、未成工事支出金

1,180,528千円などの増加によるものです。 

固定資産合計は、前事業年度末比127,450千円(8.0％)増加の1,719,280千円となりました。 

これは主に無形固定資産及び投資有価証券の増加などによるものです。  

負債合計は、前事業年度末比297,973千円(11.5％)増加の2,879,526千円となりました。  

これは主に支払手形及び買掛金219,897千円などが減少し、未成工事受入金382,032千円及び工事未払

金104,385千円などの増加によるものです。 

純資産合計は、前事業年度末比73,279千円(1.7％)減少の4,158,368千円となりました。 

この結果、自己資本比率は59.1％となりました。  

  

現段階では平成24年10月26日に発表しました業績予想数値に変更はございません。  

  

(特有の会計処理) 

 税金費用の計算 

当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しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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・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 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期

純損失に与える影響は軽微であります。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（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 1,750,358 1,321,275

受取手形及び売掛金 478,437 414,465

完成工事未収入金 2,748,820 2,108,907

商品 6,818 32,811

未成工事支出金 92,635 1,273,163

繰延税金資産 54,824 60,124

その他 91,975 110,366

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 5,221,370 5,318,614

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 689,586 664,486

その他（純額） 524,818 513,121

有形固定資産合計 1,214,404 1,177,607

無形固定資産 25,398 121,357

投資その他の資産   

投資有価証券 287,334 347,344

その他 75,115 82,360

貸倒引当金 △10,423 △9,390

投資その他の資産合計 352,026 420,315

固定資産合計 1,591,829 1,719,280

資産合計 6,813,200 7,037,894

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,027,202 807,304

工事未払金 317,943 422,329

未払法人税等 40,417 5,156

未成工事受入金 167,880 549,912

賞与引当金 78,930 42,160

工事損失引当金 10,829 13,845

その他 208,783 256,558

流動負債合計 1,851,987 2,097,267

固定負債   

長期未払金 71,188 46,144

退職給付引当金 593,495 579,786

役員退職慰労引当金 55,900 65,400

環境対策引当金 3,125 2,920

その他 5,857 88,007

固定負債合計 729,565 782,258

負債合計 2,581,552 2,879,526
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（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 840,687 840,687

資本剰余金 687,108 687,108

利益剰余金 2,743,228 2,681,421

自己株式 △25,031 △25,246

株主資本合計 4,245,992 4,183,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,344 △25,600

評価・換算差額等合計 △14,344 △25,600

純資産合計 4,231,647 4,158,368

負債純資産合計 6,813,200 7,037,894
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（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 4,114,404 4,176,562

商品売上高 1,578,409 1,453,099

売上高合計 5,692,814 5,629,662

売上原価   

完成工事原価 3,704,711 3,713,853

商品売上原価 1,431,006 1,295,416

売上原価合計 5,135,718 5,009,270

売上総利益   

完成工事総利益 409,692 462,709

商品売上総利益 147,403 157,682

売上総利益合計 557,096 620,392

販売費及び一般管理費 649,546 659,512

営業損失（△） △92,450 △39,120

営業外収益   

受取利息 1,509 1,465

受取配当金 5,216 5,138

その他 6,894 6,370

営業外収益合計 13,620 12,974

営業外費用   

支払利息 231 3,786

その他 533 97

営業外費用合計 764 3,884

経常損失（△） △79,595 △30,030

特別利益   

固定資産売却益 80,056 －

特別利益合計 80,056 －

特別損失   

固定資産除却損 6 －

会員権評価損 150 －

特別損失合計 156 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 304 △30,030

法人税等 11,676 167

四半期純損失（△） △11,372 △30,198
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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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