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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 3,209 △13.3 △177 ― △169 ― △108 ―
23年3月期第2四半期 3,702 23.6 △12 ― △4 ― △24 ―

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

24年3月期第2四半期 △17.23 ―
23年3月期第2四半期 △3.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 6,503 3,951 60.8
23年3月期 6,632 4,132 62.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,951百万円 23年3月期  4,132百万円

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24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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 1.8 85 △76.0 100 △73.0 65 △70.0 10.27



(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） 

4.  その他

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   ：  有
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） 24年3月期2Q 6,500,000 株 23年3月期 6,500,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 176,905 株 23年3月期 176,005 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,323,395 株 23年3月期2Q 6,336,065 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等については、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２四半期累計期間における北海道経済は、個人消費、住宅投資など持ち直しの動きが見られるも

のの、公共投資の減少、民間設備投資も慎重姿勢が続いており経営環境は依然として厳しい状況であり

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２四半期累計期間の受

注高は、4,834,866千円(前年同期比174,942千円の増加)、売上高は、3,209,095千円(前年同期比

493,317千円の減収)となりました。 

損益につきましては、費用の削減、原価低減に努力しましたが減収により、経常損失は、169,692千

円(前年同期は4,929千円の損失)、四半期純損失は、108,944千円(前年同期は24,706千円の損失)となり

ました。  

  

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比128,685千円(1.9％)減少の6,503,730

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117,947千円(2.4％)減少の4,882,250千円となりました。

これは主に未成工事支出金881,283千円、受取手形及び売掛金371,818千円など増加なるも、完成工事

未収入金1,249,916千円、現金預金202,339千円などの減少によるものです。  

固定資産合計は、前事業年度末比10,738千円(0.7％)減少の1,621,480千円となりました。  

負債合計は、前事業年度末比52,275千円(2.1％)増加の2,552,503千円となりました。  

これは主にその他に含まれている未払金173,075千円及び未払法人税等103,083千円など減少なるも、

未成工事受入金191,030千円、支払手形及び買掛金130,131千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180,960千円(4.4％)減少の3,951,227千円となりました。  

これは主に四半期純損失108,944千円などによるものです。  

この結果、自己資本比率は60.8％となりました。  

  

現段階では平成23年７月28日に発表しました業績予想数値に変更はございません。 

  

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
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(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。 

  

・棚卸資産の評価方法の変更 

当第１四半期会計期間から商品の評価方法について、先入先出法による原価法から移動平均法によ

る原価法に変更いたしました。 

この変更は、平成23年度から導入した新販売管理システムが稼働し、移動平均法による在庫評価管

理計算が可能となり、より適正な期間損益計算を行うためのものであります。 

当該会計方針の変更による前第２四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へ

の影響額及び前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額は軽微であります。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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

（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23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,149,871 1,947,532

受取手形及び売掛金 382,905 754,724

完成工事未収入金 2,117,625 867,709

商品 16,052 42,563

未成工事支出金 118,014 999,297

繰延税金資産 87,857 152,094

その他 130,368 120,827

貸倒引当金 △2,500 △2,500

流動資産合計 5,000,197 4,882,250

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 687,843 701,590

その他（純額） 533,362 545,746

有形固定資産合計 1,221,205 1,247,336

無形固定資産 31,116 28,790

投資その他の資産   

投資有価証券 307,550 276,132

その他 81,745 78,767

貸倒引当金 △9,400 △9,547

投資その他の資産合計 379,896 345,352

固定資産合計 1,632,218 1,621,480

資産合計 6,632,416 6,503,730

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 733,714 863,846

工事未払金 377,996 345,310

未払法人税等 111,691 8,608

未成工事受入金 72,818 263,848

賞与引当金 81,118 122,998

工事損失引当金 13,364 40,699

その他 311,102 129,659

流動負債合計 1,701,807 1,774,972

固定負債   

長期未払金 102,815 100,454

退職給付引当金 643,699 617,325

役員退職慰労引当金 40,200 49,400

環境対策引当金 3,125 3,125

その他 8,580 7,226

固定負債合計 798,420 777,531

負債合計 2,500,227 2,552,503
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30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 2,622,796 2,475,907

自己株式 △24,747 △24,874

株主資本合計 4,125,843 3,978,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,344 △27,600

評価・換算差額等合計 6,344 △27,600

純資産合計 4,132,188 3,951,227

負債純資産合計 6,632,416 6,503,730
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

完成工事高 2,776,290 2,045,244

商品売上高 926,122 1,163,850

売上高合計 3,702,412 3,209,095

売上原価   

完成工事原価 2,425,569 1,881,824

商品売上原価 838,348 1,065,754

売上原価合計 3,263,918 2,947,579

売上総利益   

完成工事総利益 350,720 163,420

商品売上総利益 87,773 98,095

売上総利益合計 438,494 261,515

販売費及び一般管理費 450,992 439,286

営業損失（△） △12,498 △177,771

営業外収益   

受取利息 1,501 968

受取配当金 2,622 3,248

その他 4,728 4,524

営業外収益合計 8,852 8,741

営業外費用   

支払利息 200 172

その他 1,083 489

営業外費用合計 1,283 662

経常損失（△） △4,929 △169,692

特別損失   

固定資産除却損 231 6

投資有価証券評価損 25,236 －

会員権評価損 － 150

特別損失合計 25,468 156

税引前四半期純損失（△） △30,398 △169,849

法人税等 △5,691 △60,904

四半期純損失（△） △24,706 △108,944
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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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