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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 19,218 0.1 △270 ― △172 ― △125 ―

23年3月期第2四半期 19,199 2.1 144 48.5 228 24.1 86 △2.8

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 △6.51 ―

23年3月期第2四半期 4.46 ―

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 29,606 20,059 67.8
23年3月期 32,383 20,321 62.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  20,059百万円 23年3月期  20,321百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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 46,000 △10.3 400 △71.1 600 △62.7 300 △63.1 15.54



(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（その他）に関する事項」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 

(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   ：  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） 24年3月期2Q 19,722,027 株 23年3月期 19,722,027 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 415,690 株 23年3月期 411,197 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,308,596 株 23年3月期2Q 19,316,204 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。 

※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。 
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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．サマリー情報(その他)に関する事項

  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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２．四半期財務諸表

（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 3,346,273 2,654,238

受取手形・完成工事未収入金 10,370,230 6,494,657

有価証券 － 807,390

未成工事支出金 1,562,651 2,958,069

材料貯蔵品 615,169 612,379

その他 676,133 749,343

貸倒引当金 △12,510 △7,874

流動資産合計 16,557,947 14,268,205

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,469,904 3,376,962

その他（純額） 3,061,566 3,216,829

有形固定資産合計 6,531,471 6,593,791

無形固定資産 170,551 153,111

投資その他の資産

投資有価証券 7,522,199 6,811,790

その他 1,617,362 1,795,577

貸倒引当金 △15,608 △15,608

投資その他の資産合計 9,123,953 8,591,760

固定資産合計 15,825,976 15,338,663

資産合計 32,383,924 29,606,868

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 5,386,826 3,432,262

未払法人税等 491,066 22,250

未成工事受入金 102,708 427,507

工事損失引当金 － 11,355

その他 2,083,565 1,620,726

流動負債合計 8,064,167 5,514,101

固定負債

退職給付引当金 3,843,086 3,877,192

役員退職慰労引当金 105,400 107,664

その他 49,990 48,324

固定負債合計 3,998,476 4,033,180

負債合計 12,062,644 9,547,282
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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 1,730,000 1,730,000

資本剰余金 2,366,860 2,366,860

利益剰余金 16,034,831 15,754,747

自己株式 △67,033 △68,943

株主資本合計 20,064,659 19,782,664

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 256,620 276,921

評価・換算差額等合計 256,620 276,921

純資産合計 20,321,280 20,059,586

負債純資産合計 32,383,924 29,606,868
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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)

完成工事高 19,199,270 19,218,149

完成工事原価 18,263,967 18,652,720

完成工事総利益 935,303 565,428

販売費及び一般管理費 790,313 836,020

営業利益又は営業損失（△） 144,990 △270,591

営業外収益

受取利息 40,742 42,944

その他 45,839 64,338

営業外収益合計 86,581 107,283

営業外費用 3,360 9,409

経常利益又は経常損失（△） 228,211 △172,718

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,815 －

特別利益合計 6,815 －

特別損失

固定資産除却損 9,334 3,621

投資有価証券評価損 81,381 37,343

特別損失合計 90,716 40,964

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 144,310 △213,682

法人税等 58,222 △88,085

四半期純利益又は四半期純損失（△） 86,087 △125,597
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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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