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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 4,859 25.2 △16 ― 28 ― 6 ―
24年3月期第1四半期 3,881 △4.2 △237 ― △197 ― △113 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △1百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △199百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 0.92 ―
24年3月期第1四半期 △17.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 15,615 7,247 45.8
24年3月期 14,669 7,329 49.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,158百万円 24年3月期  7,233百万円

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25年３月期の配当予想については未定であります。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 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 ％ 円 銭

通期 20,000 13.5 400 ― 170 ― 25.49



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結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「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、そ
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 7,694,080 株 24年3月期 7,694,080 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,024,306 株 24年3月期 1,023,785 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 6,670,034 株 24年3月期1Q 6,670,652 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景として設備投資や個人

消費も緩やかな回復基調にありますが、欧州の金融不安や長引く円高・株安の影響もあり、景気の先行きは不透明

なまま推移いたしました。  

 このような状況のもと、当社グループは、主に建設事業において大型の物流倉庫やショッピングセンターなど比

較的大型の民間建築工事を手掛けることが出来ました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は48億59百万円（前年同期比25.2％増）、営業損失は16百万円

（前年同期は２億37百万円の損失）、経常利益は28百万円（前年同期は１億97百万円の損失）、四半期純利益は６

百万円（前年同期は１億13百万円の損失）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ９億45百万円増加し、156億15百万円とな

りました。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が増加したことによるものであります。  

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ10億27百万円増加し、83億67百万円となりました。これは主に支払手形・

工事未払金等が増加したことによるものであります。また、純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ

81百万円減少し、72億47百万円となりました。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年度３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました連結業績予想に変更は

ありません。   

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四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り、税引前四半期純利益に当該見積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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,848,233 5,155,279

受取手形・完成工事未収入金等 4,994,710 5,520,767

未成工事支出金等 612,732 509,999

未収入金 1,046,852 1,344,662

その他 293,701 143,879

貸倒引当金 △28,609 △24,175

流動資産合計 11,767,620 12,650,413

固定資産   

有形固定資産 2,363,919 2,359,190

無形固定資産 25,424 132,655

投資その他の資産   

その他 662,075 569,128

貸倒引当金 △116,341 △82,878

投資損失引当金 △32,954 △13,000

投資その他の資産合計 512,778 473,250

固定資産合計 2,902,122 2,965,097

資産合計 14,669,742 15,615,510



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,891,402 4,839,492

短期借入金 350,066 250,000

1年内返済予定の長期借入金 310,722 277,605

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 40,403 13,145

未成工事受入金 87,939 138,356

引当金 104,097 55,222

その他 618,326 840,278

流動負債合計 5,422,957 6,434,099

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 734,406 687,506

退職給付引当金 579,986 575,053

役員退職慰労引当金 72,400 67,400

その他 480,136 553,556

固定負債合計 1,916,928 1,933,517

負債合計 7,339,886 8,367,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,330,219 2,330,219

利益剰余金 3,544,130 3,476,668

自己株式 △358,750 △358,869

株主資本合計 7,226,498 7,158,918

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,478 4,844

為替換算調整勘定 － △5,053

その他の包括利益累計額合計 7,478 △208

少数株主持分 95,878 89,183

純資産合計 7,329,855 7,247,892

負債純資産合計 14,669,742 15,615,510



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,881,553 4,859,014

売上原価 3,613,191 4,376,231

売上総利益 268,362 482,783

販売費及び一般管理費 506,100 499,600

営業損失（△） △237,737 △16,816

営業外収益   

受取利息 1,855 1,397

受取配当金 4,764 2,659

仕入割引 1,484 2,276

受取賃貸料 1,359 1,307

保険返戻金 20,344 243

物品売却益 2,816 1,768

為替差益 11,841 37,962

その他 2,292 4,793

営業外収益合計 46,758 52,407

営業外費用   

支払利息 3,632 6,117

貸倒引当金繰入額 1,696 108

その他 830 885

営業外費用合計 6,159 7,111

経常利益又は経常損失（△） △197,138 28,478

特別利益   

固定資産売却益 7,977 11,577

特別利益合計 7,977 11,577

特別損失   

固定資産処分損 － 2,261

特別損失合計 － 2,261

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△189,161 37,795

法人税等 25,990 37,439

法人税等還付税額 △17,234 －

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△197,917 355

少数株主損失（△） △84,144 △5,795

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113,772 6,151



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△197,917 355

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,203 △2,633

為替換算調整勘定 － 742

その他の包括利益合計 △1,203 △1,891

四半期包括利益 △199,120 △1,535

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △114,975 4,259

少数株主に係る四半期包括利益 △84,144 △5,795



 該当事項はありません。   

   

（連結の範囲の重要な変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、TENOX KYUSYU VIETNAM CO.,LTD. を連結の範囲に含めております。 

  

 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）連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）受注高・売上高・受注残高内訳表 

前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）  

①受注高・受注残高  

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業につ

いては受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

  

②売上高 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）  

①受注高・受注残高 

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業につ

いては受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

  

②売上高 

  

   

   

   

４．補足情報

セグメントの名称  受注高（千円） 受注残高（千円） 

 建設事業  4,198,659  4,264,611

 土木建築コンサルティング全般等事業  －  －

 建設資材販売事業  233,638  185,422

合  計  4,432,298  4,450,033

セグメントの名称  金額（千円）  

 建設事業  2,890,489

 土木建築コンサルティング全般等事業  12,760

 建設資材販売事業  978,302

合  計  3,881,553

セグメントの名称  受注高（千円） 受注残高（千円） 

 建設事業  3,122,602  3,337,145

 土木建築コンサルティング全般等事業  －  －

 建設資材販売事業  95,024  86,419

合  計  3,217,627  3,423,565

セグメントの名称  金額（千円）  

 建設事業  4,693,325

 土木建築コンサルティング全般等事業  7,730

 建設資材販売事業  157,958

合  計  4,859,014
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