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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3四半期 16,858 △0.1 △36 ― 165 △38.9 94 △27.1

22年3月期第3四半期 16,876 △12.3 90 △86.9 271 △68.9 129 △73.7

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

23年3月期第3四半期 7.85 ―

22年3月期第3四半期 10.74 ―

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3四半期 16,857 8,071 47.9 669.96
22年3月期 18,169 8,207 45.2 681.02

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,071百万円 22年3月期  8,207百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 26,900 0.7 520 12.0 740 9.4 450 27.6 37.26



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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おります。 

※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。 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 13,100,000株 22年3月期  13,100,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,052,877株 22年3月期  1,048,890株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,048,321株 22年3月期3Q  12,084,280株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における連結経営成績につきましては、受注高は210億８千３百万円、売上高は168億

５千８百万円となりました。 

 また、利益につきましては、経常利益は１億６千５百万円、四半期純利益は９千４百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は168億５千７百万円（前連結会計年度末181億６千９百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ13億１千２百万円減少しました。この主な要因は、現金預金や未成工事支出金が増加

した一方で、受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は87億８千６百万円（前連結会計年度末99億６千２百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ11億７千６百万円減少しました。この主な要因は、支払手形・工事未払金等や短期借

入金が減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は80億７千１百万円（前連結会計年度末82億７百万円）となり、前

連結会計年度末に比べ１億３千５百万円減少しました。この主な要因は、配当金の支払いやその他有価証券評価差

額金が減少したことによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローは次のとおりです。 

 現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第２四半期連結会計期間末に比べ５億９千６百万円減少し、18

億２千４百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 営業活動の結果減少した資金は６億３百万円（前年同期は６億３百万円の減少）となりました。主な増加の内訳

は、税金等調整前四半期純利益１億４百万円（前年同期は１億６千万円）、売上債権の減少額２億５千２百万円

（前年同期は４億３百万円の減少）及び仕入債務の増加額１億９千６百万円（前年同期は３億１千６百万円の減

少）、主な減少の内訳は、未成工事支出金の増加額12億５百万円（前年同期は11億４百万円の増加）であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 投資活動の結果獲得した資金は２千８百万円（前年同期は３千８百万円の獲得）となりました。主な増加の内訳

は、定期預金の払戻による収入３千６百万円（純額）（前年同期は３千４百万円の収入（純額））、主な減少の内

訳は、有形固定資産の取得による支出８百万円（前年同期は５百万円の支出）であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 財務活動の結果減少した資金は２千２百万円（前年同期は２千７百万円の増加）となりました。主な内訳は、借

入金の減少２千２百万円（純額）（前年同期は２千７百万円の増加（純額））であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想は、修正しておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 税金費用の計算 

 税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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もり、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  該当事項はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,212 1,426

受取手形・完成工事未収入金等 3,323 7,585

商品 192 －

未成工事支出金 3,142 1,087

材料貯蔵品 188 －

その他のたな卸資産 － 208

その他 610 506

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 9,666 10,812

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,160 1,206

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 65 80

土地 1,819 1,818

有形固定資産合計 3,045 3,104

無形固定資産 157 201

投資その他の資産   

投資有価証券 2,867 2,986

その他 1,279 1,223

貸倒引当金 △159 △159

投資その他の資産合計 3,988 4,049

固定資産合計 7,190 7,356

資産合計 16,857 18,169

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,170 3,883

短期借入金 2,401 2,772

未払法人税等 10 118

賞与引当金 83 341

完成工事補償引当金 2 2

工事損失引当金 34 －

その他 829 542

流動負債合計 6,532 7,659

固定負債   

長期借入金 4 45

退職給付引当金 1,639 1,639

役員退職慰労引当金 180 167

その他 428 450

固定負債合計 2,253 2,303

負債合計 8,786 9,962
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 801 801

資本剰余金 560 560

利益剰余金 6,990 7,016

自己株式 △260 △259

株主資本合計 8,091 8,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20 89

評価・換算差額等合計 △20 89

純資産合計 8,071 8,207

負債純資産合計 16,857 18,169
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 16,876 16,858

売上原価 15,334 15,469

売上総利益 1,541 1,388

販売費及び一般管理費 1,451 1,425

営業利益又は営業損失（△） 90 △36

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 40 44

持分法による投資利益 39 51

受取賃貸料 66 63

その他 48 63

営業外収益合計 198 225

営業外費用   

支払利息 15 12

その他 2 11

営業外費用合計 17 23

経常利益 271 165

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 6 8

投資有価証券評価損 13 －

特別退職金 － 14

特別損失合計 22 22

税金等調整前四半期純利益 248 142

法人税等 118 48

少数株主損益調整前四半期純利益 － 94

四半期純利益 129 94
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 248 142

減価償却費 151 140

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △307 △258

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △0 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15 12

受取利息及び受取配当金 △44 △46

支払利息 15 12

持分法による投資損益（△は益） △39 △51

投資有価証券評価損益（△は益） 13 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,787 4,261

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,461 △2,058

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 34 △172

仕入債務の増減額（△は減少） △1,046 △712

未成工事受入金の増減額（△は減少） 424 265

その他 79 △23

小計 839 1,547

利息及び配当金の受取額 50 57

利息の支払額 △14 △11

法人税等の支払額 △272 △242

営業活動によるキャッシュ・フロー 603 1,350

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △178 △174

定期預金の払戻による収入 185 179

有形固定資産の取得による支出 △96 △26

有形固定資産の売却による収入 4 －

無形固定資産の取得による支出 △7 △17

投資有価証券の取得による支出 △36 △14

投資有価証券の売却による収入 45 14

貸付金の回収による収入 14 －

その他の支出 △13 △16

その他の収入 8 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △73 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 110 △370

長期借入金の返済による支出 △38 △41

自己株式の取得による支出 △35 △0

配当金の支払額 △121 △120

財務活動によるキャッシュ・フロー △85 △532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 444 791

現金及び現金同等物の期首残高 1,062 1,033

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,506 1,824
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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