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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第58期

第１四半期連結
累計期間

第59期
第１四半期連結
累計期間

第58期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 6,100,9634,832,97730,264,780

経常利益又は経常損失（△）（千円） △85,799△213,291 570,794

四半期純損失（△）又は当期純利益

（千円）
△181,581△172,465 161,530

四半期包括利益又は包括利益
（千円）

△189,341△191,373 168,839

純資産額（千円） 6,138,3596,250,3976,496,541

総資産額（千円） 18,029,72516,996,70719,434,594

１株当たり四半期純損失金額（△）又

は１株当たり当期純利益金額（円）
△16.58 △15.74 14.75

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 34.0 36.8 33.4

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第58期第１四半期連結累計期間及び第59期

第１四半期連結累計期間において１株当たり四半期純損失であり、また、上表の各第１四半期連結累計期間及

び連結会計年度において潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）

が判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などを背景に、一部設備投資に

持ち直しの動きが見られるものの、欧州債務危機の再燃、中国の経済成長率の鈍化、円高の長期化、夏場の電力供

給不足の懸念などもあり、先行きの不透明感は払拭できない状況で推移いたしました。　

　当社グループが中核事業としている建設業界におきましては、公共工事は震災地域においては復旧・復興需要

が見込まれるものの、他地域は引き続き減少傾向にあります。また、民間工事についても受注価格競争は熾烈を極

め、震災復旧・復興需要に伴う資材・労務費単価の高騰等もあり、当社グループを取り巻く事業環境は更に厳し

いものとなっております。

　このような環境下にあって、当社グループの連結業績は売上高につきましては 4,832百万円（前年同四半期比

20.8％減）となりました。損益面では、営業損失236百万円（前年同四半期は110百万円の営業損失）、経常損失

213百万円（前年同四半期は85百万円の経常損失）、四半期純損失172百万円（前年同四半期は181百万円の四半

期純損失）となりました。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

　（建築事業）

　完成工事高は 3,390百万円（前年同四半期比28.0％減）、営業利益は68百万円（前年同四半期比24.2％減）

となりました。

　（土木事業）　

　完成工事高は 1,397百万円（前年同四半期比16.2％増）、営業利益は12百万円（前年同四半期は０百万円の

営業利益）となりました。

　（不動産事業）

　不動産事業の売上高は２百万円（前年同四半期比98.0％減）、営業損失は２百万円（前年同四半期は38百万

円の営業利益）となりました。

　（その他）

　その他の事業は売上高が42百万円（前年同四半期比11.9％減）、営業損失は12百万円（前年同四半期は６百

万円の営業損失）となりました。

　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は７百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,000,000

計 39,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月３日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,300,000 同左

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株　

計 11,300,000 同左 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日　

～　

平成24年６月30日　

－ 11,300,000 － 1,712,500 － 1,341,130

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　346,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,930,000 10,930 －

単元未満株式 普通株式　　 24,000 － －

発行済株式総数 11,300,000 － －

総株主の議決権 － 10,930 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の「株式数」及び「議決権の数」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

6,000株及び6個含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社守谷商会
長野市南千歳町878番

地
346,000 ― 346,000 3.06

計 － 346,000 ― 346,000 3.06

  （注）当第１四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、346,016株であります。

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府令

第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【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 4,671,890 6,317,107

受取手形・完成工事未収入金等 6,628,582 2,765,860

販売用不動産 220,250 220,250

未成工事支出金 684,505 676,435

その他 652,597 513,823

貸倒引当金 △3,580 △3,505

流動資産合計 12,854,246 10,489,970

固定資産

有形固定資産

土地 2,637,581 2,637,581

その他 1,616,204 1,598,533

有形固定資産合計 4,253,785 4,236,114

無形固定資産 35,168 34,502

投資その他の資産

その他 2,812,252 2,756,837

貸倒引当金 △520,859 △520,718

投資その他の資産合計 2,291,393 2,236,119

固定資産合計 6,580,347 6,506,736

資産合計 19,434,594 16,996,707

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 8,125,730 6,026,374

短期借入金 904,320 904,320

未払法人税等 24,842 9,841

未成工事受入金 1,297,618 1,328,520

賞与引当金 68,361 20,454

完成工事補償引当金 36,747 38,792

その他 379,139 341,920

流動負債合計 10,836,760 8,670,223

固定負債

長期借入金 12,360 11,280

退職給付引当金 706,316 712,742

入会保証預り金 964,186 939,486

その他 418,430 412,576

固定負債合計 2,101,292 2,076,085

負債合計 12,938,052 10,746,309
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 3,520,788 3,293,552

自己株式 △43,855 △43,855

株主資本合計 6,530,563 6,303,327

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △34,022 △52,929

その他の包括利益累計額合計 △34,022 △52,929

純資産合計 6,496,541 6,250,397

負債純資産合計 19,434,594 16,996,707
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（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 6,100,963 4,832,977

売上原価 5,771,424 4,608,650

売上総利益 329,538 224,327

販売費及び一般管理費 440,281 461,301

営業損失（△） △110,743 △236,974

営業外収益

受取利息 1,972 262

受取配当金 4,809 4,824

受取賃貸料 5,920 6,202

入会保証預り金償還益 12,050 13,770

その他 6,704 4,027

営業外収益合計 31,457 29,087

営業外費用

支払利息 6,505 5,390

その他 9 13

営業外費用合計 6,514 5,404

経常損失（△） △85,799 △213,291

特別損失

投資有価証券評価損 1,266 －

退職給付制度改定損 210,677 －

特別損失合計 211,943 －

税金等調整前四半期純損失（△） △297,743 △213,291

法人税、住民税及び事業税 3,188 9,020

法人税等調整額 △119,350 △49,846

法人税等合計 △116,161 △40,825

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △181,581 △172,465

四半期純損失（△） △181,581 △172,465
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【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損失（△） △181,581 △172,465

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,760 △18,907

その他の包括利益合計 △7,760 △18,907

四半期包括利益 △189,341 △191,373

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △189,341 △191,373

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
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）

減価償却費 30,964千円 28,040千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　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）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 54,769 5.00平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金

　

Ⅱ　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）

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日

定時株主総会
普通株式 54,769 5.00平成24年３月31日平成24年６月25日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　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）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 
報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額（注）

３
建築事業 土木事業 不動産事業 計

売上高        

外部顧客への売

上高
4,706,6661,202,777142,9556,052,40048,563 － 6,100,963

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

351 1,049 － 1,400 － △1,400 －

計 4,707,0171,203,826142,9556,053,80048,563△1,4006,100,963

セグメント利益又

は損失（△）
90,118 774 38,047128,940△6,439△233,244△110,743

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ事業であります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△233,244千円には、セグメント間取引消去45,358千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△278,602千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

Ⅱ　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）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

 
報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額（注）

３
建築事業 土木事業 不動産事業 計

売上高        

外部顧客への売

上高
3,390,0431,397,2592,9104,790,21342,764 － 4,832,977

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

306 17,619 － 17,926 － △17,926 －

計 3,390,3501,414,8792,9104,808,13942,764△17,9264,832,977

セグメント利益又

は損失（△）
68,34712,589△2,500 78,436△12,257△303,153△236,974

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ事業であります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△303,153千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

１株当たり四半期純損失金額 16円58銭 15円74銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 181,581 172,465

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 181,581 172,465

普通株式の期中平均株式数（株） 10,953,984 10,953,984

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

平成24年８月２日

株式会社守谷商会

取締役会　　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 杉　田　昌　則　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　松　　　聡　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社守谷商

会の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２４年４月１

日から平成２４年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２４年４月１日から平成２４年６月３０日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社守谷商会及び連結子会社の平成２４年６月３０日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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