
  

  

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

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  12,264  △8.0  △894  －  △688  －  △577  －

22年3月期第１四半期  13,330  △19.9  △918  －  △746  －  △490  －

  
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 △9.37  －

22年3月期第１四半期  △7.96  －

  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  149,833  85,370  53.3  1,296.71

22年3月期  169,911  87,182  48.1  1,326.54

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 79,868百万円 22年3月期 81,710百万円

  
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  －        －      －      12.00  12.00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  －      －      12.00  12.00

  （％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）  52,900  31.7  740  103.4  1,000  68.0  240  445.8  3.90

通期  159,300  2.6  10,300  △5.4  11,100  △7.1  6,000  △4.8  97.41



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）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    ―社 （社名       ）、除外      ―社  （社名       ） 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期1Ｑ 65,337,219株 22年3月期 65,337,219株

②  期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 3,744,344株 22年3月期 3,740,720株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 61,594,121株 22年3月期1Ｑ 61,607,681株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当社グループの業績の特性として、販売費及び一般管理費等の固定費は１年を通じて恒常的に発生するもの 

  の、売上高は第４四半期に集中する季節的要因があります。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度決算において算定した貸倒見積率を使用しております。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

     「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）を当第１四半期連結会計期間から適

    用しております。   

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用  

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

 一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間で  

 は、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。   

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 14,066 13,262

受取手形・完成工事未収入金等 12,152 62,525

有価証券 21,998 5,500

未成工事支出金等 39,981 27,064

繰延税金資産 3,641 3,460

その他 2,746 2,840

貸倒引当金 △30 △113

流動資産合計 94,556 114,539

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 13,549 13,785

土地 12,547 11,980

その他（純額） 3,188 3,478

有形固定資産計 29,285 29,245

無形固定資産 3,396 2,913

投資その他の資産   

投資有価証券 17,987 19,212

繰延税金資産 3,564 3,053

その他 1,207 1,111

貸倒引当金 △164 △164

投資その他の資産計 22,595 23,213

固定資産合計 55,276 55,371

資産合計 149,833 169,911

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 30,955 45,018

未払法人税等 118 4,090

未成工事受入金 12,607 8,587

完成工事補償引当金 121 125

工事損失引当金 2,253 2,284

賞与引当金 1,479 3,833

役員賞与引当金 6 49

その他 2,960 4,988

流動負債合計 50,504 68,976
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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) 

固定負債   

退職給付引当金 12,582 12,332

役員退職慰労引当金 182 204

その他 1,193 1,216

固定負債合計 13,958 13,752

負債合計 64,463 82,729

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,494 8,494

資本剰余金 7,792 7,792

利益剰余金 63,784 65,101

自己株式 △1,688 △1,685

株主資本合計 78,381 79,701

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,486 2,008

評価・換算差額等合計 1,486 2,008

少数株主持分 5,501 5,471

純資産合計 85,370 87,182

負債純資産合計 149,833 169,911
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

完成工事高 13,330 12,264

完成工事原価 11,265 10,336

完成工事総利益 2,064 1,927

販売費及び一般管理費 2,982 2,821

営業損失（△） △918 △894

営業外収益   

受取利息 9 3

受取配当金 232 226

その他 45 61

営業外収益合計 286 291

営業外費用   

持分法による投資損失 114 85

その他 0 0

営業外費用合計 114 85

経常損失（△） △746 △688

特別利益   

貸倒引当金戻入額 71 82

完成工事補償引当金戻入額 15 24

固定資産売却益 22 －

投資有価証券売却益 － 2

その他 － 0

特別利益合計 109 110

特別損失   

投資有価証券売却損 2 0

投資有価証券評価損 － 251

固定資産除売却損 0 8

その他 － 0

特別損失合計 3 261

税金等調整前四半期純損失（△） △640 △838

法人税等 △208 △304

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △534

少数株主利益 58 42

四半期純損失（△） △490 △577
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（１）部門別受注・売上高（連結）  

  ①受注高                                      （単位 百万円）

    ②売上高                                      （単位 百万円）

  

（注）１．「②売上高」の「その他」は、不動産業及びビル総合管理等の関連事業、ソフトウェアの開発及び電気設備の

設計等を表示しており、「①受注高」の「その他」には、不動産の賃貸・管理等は含まれておりません。 

   ２．記載金額は消費税等抜きで表示しております。 

  

（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

４．補足情報

区  分 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

  至  平成21年６月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

  至  平成22年６月30日)

比較増減 
比較増減率 

（％） 

 鉄 道 電 気 工 事 21,440 19,582 △1,858 △8.7

 一 般 電 気 工 事 4,887 6,042 1,155 23.6

 情 報 通 信 工 事 5,294 4,905 △389 △7.4

 そ   の   他 421 406 △15 △3.6

 合      計 32,044 30,936 △1,107 △3.5

区  分 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

  至  平成21年６月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

  至  平成22年６月30日)

比較増減 
比較増減率 

（％） 

 鉄 道 電 気 工 事 8,456 7,782 △674 △8.0

 一 般 電 気 工 事 2,786 2,182 △604 △21.7

 情 報 通 信 工 事 1,548 1,862 313 20.3

 そ   の   他 538 437 △100 △18.7

 合      計 13,330 12,264 △1,065 △8.0
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