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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第1四半期 6,703 △11.3 △510 ─ △463 ─ △316 ─

22年3月期第1四半期 7,557 4.6 △343 ─ △292 ─ △183 ─

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

23年3月期第1四半期 △16.37 ─

22年3月期第1四半期 △9.50 ─

 (2) 財政状態

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

23年3月期第1四半期 28,168 19,190 68.1 993.46

22年3月期 32,512 19,618 60.3 1,015.59

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 19,190百万円  22年3月期 19,618百万円

2. 配当の状況

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

22年3月期 ─ 0.00 ─ 8.00 8.00

23年3月期 ─

23年3月期(予想) 0.00 ─ 7.00 7.00

3. 平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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) 19,000 1.1 200 104.9 300 63.1 160 80.7 8.28

通期 49,000 △4.2 1,000 △33.6 1,200 △31.2 700 △25.3 36.24

A0110016
会員マーク2206



 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

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。 

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 19,722,027株 22年3月期 19,722,027株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 405,566株 22年3月期 404,790株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 19,316,840株 22年3月期1Ｑ 19,322,677株

(※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

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

引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 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会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年3月31日）を適用しております。 

当第1四半期会計期間において、損益に影響を与える資産除去債務はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期損益計算書関係） 

前第1四半期累計期間において、兼業事業における売上高、売上原価及び売上総利益について

は「兼業事業売上高」、「兼業事業売上原価」及び「兼業事業総利益」に区分して表示してお

りましたが、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号 平成20年3月21日）の適用に伴い事業の種類別セグメントの区分を実施したところ、

単一セグメントとなり、当該セグメント情報との関連をより明確にすること、また、受注形態

の多様化により従来の売上区分の有用性が低下したことから、当第1四半期累計期間より、「完

成工事高」、「完成工事原価」及び「完成工事総損失」に含めて表示することとしておりま

す。 

なお、当第1四半期累計期間の「完成工事高」に含まれている「兼業事業売上高」は

1,280,635千円、「完成工事原価」に含まれている「兼業事業売上原価」は1,128,182千円、

「完成工事総損失」に含まれている「兼業事業総利益」は152,453千円であります。 

1. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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2. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,172,000 5,182,353

受取手形・完成工事未収入金 4,231,534 9,955,599

未成工事支出金 2,373,292 812,930

材料貯蔵品 644,827 530,795

その他 917,623 704,449

貸倒引当金 △5,878 △15,792

流動資産合計 12,333,400 17,170,336

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,317,596 3,340,201

その他（純額） 3,094,927 3,039,146

有形固定資産計 6,412,524 6,379,347

無形固定資産 156,547 156,603

投資その他の資産

投資有価証券 7,527,669 7,034,553

その他 1,759,534 1,792,428

貸倒引当金 △20,731 △20,732

投資その他の資産計 9,266,473 8,806,249

固定資産合計 15,835,544 15,342,200

資産合計 28,168,945 32,512,536

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 3,154,582 5,616,631

未成工事受入金 276,790 218,906

その他 1,413,013 2,808,052

流動負債合計 4,844,386 8,643,590

固定負債

退職給付引当金 4,005,479 4,090,361

役員退職慰労引当金 76,480 106,930

その他 52,490 53,323

固定負債合計 4,134,449 4,250,614

負債合計 8,978,836 12,894,204
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,365,652 2,365,652

利益剰余金 14,905,317 15,376,084

自己株式 △63,305 △62,951

株主資本合計 18,937,664 19,408,784

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 252,444 209,548

評価・換算差額等合計 252,444 209,548

純資産合計 19,190,109 19,618,332

負債純資産合計 28,168,945 32,512,536
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高

完成工事高 6,321,747 6,703,159

兼業事業売上高 1,235,872 －

売上高合計 7,557,619 6,703,159

売上原価

完成工事原価 6,381,455 6,825,861

兼業事業売上原価 1,093,779 －

売上原価合計 7,475,235 6,825,861

売上総利益

完成工事総損失（△） △59,708 △122,702

兼業事業総利益 142,092 －

売上総利益又は売上総損失（△） 82,384 △122,702

販売費及び一般管理費 425,647 387,916

営業損失（△） △343,263 △510,618

営業外収益

受取利息 25,123 21,288

その他 29,150 28,680

営業外収益合計 54,274 49,969

営業外費用 3,160 2,688

経常損失（△） △292,149 △463,338

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,405 9,914

特別利益合計 9,405 9,914

特別損失

固定資産除却損 6,367 4,266

投資有価証券評価損 － 82,501

特別損失合計 6,367 86,768

税引前四半期純損失（△） △289,111 △540,191

法人税等 △105,571 △223,963

四半期純損失（△） △183,539 △316,228
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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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