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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 35,673 △6.9 642 ― 352 ― 120 ―
23年3月期第1四半期 38,338 △13.2 △199 ― △475 ― △266 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △160百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △430百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.00 0.82
23年3月期第1四半期 △2.93 ―

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

24年3月期第1四半期 124,536 28,641 23.0 177.81
23年3月期 141,150 29,065 20.6 179.62
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  28,586百万円 23年3月期  29,010百万円

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  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる優先株式（非上場）の配当の状況につきましては、 
「5．優先株式の配当の状況」をご覧ください。 

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 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 1.50 1.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
平成23年３月期決算発表時に開示した平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想を、上記のとおり修正しています。詳細につきましては、本日開示してお
ります「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、通期の業績予想につきましては変更ございません。 

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) 83,000 △10.3 1,400 △18.0 700 △31.7 400 △27.8 3.61
通期 176,000 △10.5 3,700 △7.0 2,400 △9.6 900 △42.3 6.61



(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】3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」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）詳細は、【添付資料】3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」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す。なお、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。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】2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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   ：  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1Q 100,000,000 株 23年3月期 100,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,214,200 株 23年3月期 1,172,112 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 98,801,461 株 23年3月期1Q 98,875,017 株



 

 

5．優先株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる優先株式（非上場）に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

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 

第Ⅰ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 83. 28 83. 28 

24 年 3 月期 ―  

24 年 3 月期（予想）  ― ― 78. 80 78. 80 

第Ⅱ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 93. 28 93. 28 

24 年 3 月期 ―  

24 年 3 月期（予想）  ― ― 88. 80 88. 80 

第Ⅲ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 103. 28 103. 28 

24 年 3 月期 ―  

24 年 3 月期（予想）  ― ― 98. 80 98. 80 

第Ⅳ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 98. 28 98. 28 

24 年 3 月期 ―  

24 年 3 月期（予想）  ― ― 93. 80 93. 80 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」による

社会インフラ・生産設備の損壊、サプライチェーンの分断の影響等により、回復基調にあった生産・輸出が停

滞し、雇用情勢も悪化が懸念されるなど、引き続き厳しい状況で推移しました。また、電力供給問題の長期化

や、欧米諸国の景気減速、財政不安等により、今後、景気が下振れするリスクが高まっています。 

当社グループの主たる事業である建設産業におきましては、国の補正予算による底上げ効果が見込まれるも

のの、政府建設投資、民間建設投資ともに低水準で推移しており、依然厳しい経営環境が続いています。 

こうした状況のもと、当社グループの当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高356億円（前年同四半期

383億円、前年同四半期比6.9％減少）、営業利益６億円（前年同四半期は１億円の営業損失）、経常利益３億円

（前年同四半期は４億円の経常損失）、四半期純利益は１億円（前年同四半期は２億円の四半期純損失）とな

りました。 

事業のセグメント別の業績につきましては、次のとおりです。 

（土木事業） 

売上高は 160 億円（前年同四半期比 17.5％減少）、営業利益は 10 億円（前年同四半期比 124.5％増加）とな

りました。 

（建築事業） 

売上高は 153 億円（前年同四半期比 2.1％減少）、営業損失は１億円（前年同四半期は３億円の営業損失）と

なりました。 

（グループ事業） 

売上高は 40 億円（前年同四半期比 29.5％増加）、営業利益は 50 百万円（前年同四半期比 30.6％増加）とな

りました。 

（その他） 

売上高は１億円（前年同四半期比 210.6％増加）、営業利益は 20 百万円（前年同四半期比 148.3％増加）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総資産は、売掛債権の回収に伴う受取手形・完成工事未収入金等の減少など

により、前連結会計年度末より166億円減少し1,245億円となりました。負債は、仕入債務の支払による支払手

形・工事未払金等の減少などにより、前連結会計年度末より161億円減少し958億円となりました。純資産は、

有価証券評価差額金の減少などにより前連結会計年度末より４億円減少し286億円となりましたが、自己資本

比率は前連結会計年度末に比べ2.4ポイント増加し、23.0％となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

最近の業績動向等を踏まえ、平成23年３月期決算発表時に開示した平成24年３月期第２四半期累計期間の業

績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。なお、通期の業績予想につきましては変更ございません。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

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算定してお

ります。 

 

(2) 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） 

当第１四半期連結累計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 

平成 22 年６月 30 日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第４号 平成 22 年６月 30 日）の適用により、潜在株式調整後１株当たり純利益金額の算定方法を変更

しております。 

なお、本会計基準等は前連結会計年度に遡及適用されますが、前第１四半期連結累計期間は潜在株式は

存在するものの１株当たり四半期純損失であり、この変更による影響はありません。 
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 35,021 33,678

受取手形・完成工事未収入金等 53,672 38,535

未成工事支出金 5,332 6,980

繰延税金資産 3,966 3,961

その他 10,616 9,216

貸倒引当金 △298 △213

流動資産合計 108,310 92,160

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,948 13,947

その他（純額） 6,301 6,273

有形固定資産合計 20,249 20,220

無形固定資産 262 251

投資その他の資産   

投資有価証券 5,742 5,455

繰延税金資産 3,801 3,801

その他 2,964 2,792

貸倒引当金 △181 △145

投資その他の資産合計 12,327 11,904

固定資産合計 32,839 32,376

資産合計 141,150 124,536
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 60,925 48,530

短期借入金 13,406 17,082

未成工事受入金 7,915 7,834

完成工事補償引当金 282 266

賞与引当金 210 75

工事損失引当金 1,802 1,585

災害修繕損失引当金 295 291

その他 14,392 10,748

流動負債合計 99,232 86,414

固定負債   

長期借入金 7,826 4,158

退職給付引当金 4,700 4,933

環境対策引当金 286 286

その他 38 100

固定負債合計 12,852 9,480

負債合計 112,084 95,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,000 12,000

資本剰余金 9,000 9,000

利益剰余金 8,258 8,119

自己株式 △120 △125

株主資本合計 29,137 28,994

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △126 △407

繰延ヘッジ損益 － △0

その他の包括利益累計額合計 △126 △408

新株予約権 54 55

純資産合計 29,065 28,641

負債純資産合計 141,150 124,536

- 5 -

㈱間組（1719）平成24年3月期第1四半期　決算短信



（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：百万円)

前第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) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 35,880 32,128

その他の事業売上高 2,457 3,545

売上高合計 38,338 35,673

売上原価   

完成工事原価 33,621 29,471

その他の事業売上原価 2,228 3,283

売上原価合計 35,850 32,754

売上総利益   

完成工事総利益 2,259 2,656

その他の事業総利益 228 262

売上総利益合計 2,488 2,918

販売費及び一般管理費 2,687 2,276

営業利益又は営業損失（△） △199 642

営業外収益   

受取保険金及び配当金 110 25

その他 60 20

営業外収益合計 170 45

営業外費用   

支払利息 170 172

為替差損 233 114

その他 43 48

営業外費用合計 446 335

経常利益又は経常損失（△） △475 352

特別利益   

固定資産売却益 24 30

事業構造改善引当金戻入額 142 －

その他 14 0

特別利益合計 182 30

特別損失   

環境対策引当金繰入額 109 －

災害損失 － 26

その他 14 12

特別損失合計 123 38

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（△）

△417 344

法人税等 △150 224

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（△）

△266 120

四半期純利益又は四半期純損失（△） △266 120
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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：百万円)

前第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) 

当第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) 

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（△）

△266 120

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △163 △280

繰延ヘッジ損益 － △0

その他の包括利益合計 △163 △281

四半期包括利益 △430 △160

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △430 △160

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(4) セグメント情報等 

（セグメント情報） 
 
Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年６月 30 日） 

１．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：百万円） 

報告セグメント 

 
土木事業 建築事業

グループ
事業 

合計 

 
その他 
(注１) 

合計 
 

調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

売上高   

外部顧客への売上高 19,454 15,661 3,162 38,279 59 38,338 ― 38,338

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― 5,085 5,085 0 5,085 △5,085 ―

計 19,454 15,661 8,247 43,364 59 43,423 △5,085 38,338

セグメント利益 
又は損失(△) 

456 △389 38 105 8 113 △312 △199

(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、調査・研究受託業務等を含んでい

ます。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△312 百万円には、セグメント間取引消去及びその他 16 百万円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△329 百万円が含まれています。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います。 

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第１四半期累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 年６月 30 日） 

１．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：百万円） 

報告セグメント 

 
土木事業 建築事業

グループ
事業 

合計 

 
その他 
(注１) 

合計 
 

調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

売上高   

外部顧客への売上高 16,059 15,335 4,095 35,490 183 35,673 ― 35,673

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― 5,050 5,050 0 5,050 △5,050 ―

計 16,059 15,335 9,146 40,540 183 40,724 △5,050 35,673

セグメント利益 
又は損失(△) 

1,024 △137 50 937 20 957 △314 642

(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、調査・研究受託業務等を含んでい

ます。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△314 百万円には、セグメント間取引消去及びその他 17 百万円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△332 百万円が含まれています。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利益と調整を行っています。 

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 当社個別の受注・売上・繰越高 

(建設事業受注高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官公庁 1,919 [41.5] 4,086 [62.1] 2,167 113.0 38,355 [67.9]

国内土木 民　間 2,700 [58.5] 2,492 [37.9] △208 △7.7 18,173 [32.1]

計 4,620 18.0 6,578 20.2 1,958 42.4 56,529 39.9 

官公庁 698 [5.6] 241 [1.2] △457 △65.5 5,099 [7.4]

国内建築 民　間 11,712 [94.4] 19,978 [98.8] 8,266 70.6 63,915 [92.6]

計 12,411 48.5 20,220 62.3 7,808 62.9 69,014 48.7 

官公庁 2,618 [15.4] 4,328 [16.2] 1,710 65.3 43,454 [34.6]

国内合計 民　間 14,413 [84.6] 22,470 [83.8] 8,057 55.9 82,089 [65.4]

計 17,031 66.5 26,799 82.5 9,767 57.3 125,543 88.6 

土　木 3,196 [37.3] 2,415 [42.6] △780 △24.4 4,990 [31.0]

海外工事 建　築 5,375 [62.7] 3,249 [57.4] △2,126 △39.6 11,119 [69.0]

計 8,572 33.5 5,665 17.5 △2,907 △33.9 16,110 11.4 

土　木 7,816 [30.5] 8,994 [27.7] 1,178 15.1 61,520 [43.4]

合　　計 建　築 17,787 [69.5] 23,469 [72.3] 5,681 31.9 80,133 [56.6]

計 25,604 100.0 32,464 100.0 6,860 26.8 141,653 100.0 

前第１四半期累計期間

自 平成22年４月１日
　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

当第１四半期累計期間

自 平成23年４月１日

至 平成23年６月30日至 平成22年６月30日

 

 

 

(建設事業売上高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官公庁 13,196 [80.5] 11,896 [83.4] △1,300 △9.9 60,962 [79.2]

国内土木 民　間 3,194 [19.5] 2,373 [16.6] △820 △25.7 15,975 [20.8]

計 16,390 46.7 14,270 45.5 △2,120 △12.9 76,937 42.8 

官公庁 1,065 [7.3] 801 [6.2] △264 △24.8 8,637 [10.1]

国内建築 民　間 13,561 [92.7] 12,040 [93.8] △1,520 △11.2 76,724 [89.9]

計 14,626 41.6 12,841 40.9 △1,785 △12.2 85,362 47.4 

官公庁 14,262 [46.0] 12,697 [46.8] △1,564 △11.0 69,600 [42.9]

国内合計 民　間 16,755 [54.0] 14,414 [53.2] △2,341 △14.0 92,700 [57.1]

計 31,017 88.3 27,112 86.4 △3,905 △12.6 162,300 90.2 

土　木 3,063 [74.8] 1,788 [41.8] △1,275 △41.6 8,188 [46.4]

海外工事 建　築 1,034 [25.2] 2,493 [58.2] 1,458 140.9 9,451 [53.6]

計 4,098 11.7 4,282 13.6 183 4.5 17,640 9.8 

土　木 19,454 [55.4] 16,059 [51.2] △3,395 △17.5 85,126 [47.3]

合　　計 建　築 15,661 [44.6] 15,335 [48.8] △326 △2.1 94,813 [52.7]

計 35,116 100.0 31,394 100.0 △3,722 △10.6 179,940 100.0 

前第１四半期累計期間

自 平成22年４月１日
　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

当第１四半期累計期間

自 平成23年４月１日

至 平成23年６月30日至 平成22年６月30日
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(建設事業繰越高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官公庁 87,203 [81.3] 68,064 [74.8] △19,139 △21.9 75,873 [76.9]

国内土木 民　間 20,122 [18.7] 22,932 [25.2] 2,809 14.0 22,814 [23.1]

計 107,326 55.0 90,996 54.4 △16,329 △15.2 98,688 59.3 

官公庁 13,918 [20.4] 10,186 [16.6] △3,732 △26.8 10,745 [19.8]

国内建築 民　間 54,360 [79.6] 51,338 [83.4] △3,022 △5.6 43,400 [80.2]

計 68,278 35.0 61,524 36.8 △6,754 △9.9 54,145 32.6 

官公庁 101,121 [57.6] 78,250 [51.3] △22,871 △22.6 86,619 [56.7]

国内合計 民　間 74,483 [42.4] 74,271 [48.7] △212 △0.3 66,214 [43.3]

計 175,605 90.0 152,521 91.2 △23,083 △13.1 152,834 91.9 

土　木 12,099 [61.7] 9,244 [63.1] △2,855 △23.6 8,693 [64.7]

海外工事 建　築 7,505 [38.3] 5,396 [36.9] △2,109 △28.1 4,740 [35.3]

計 19,605 10.0 14,640 8.8 △4,964 △25.3 13,434 8.1 

土　木 119,425 [61.2] 100,241 [60.0] △19,184 △16.1 107,382 [64.6]

合　　計 建　築 75,784 [38.8] 66,921 [40.0] △8,863 △11.7 58,886 [35.4]

計 195,210 100.0 167,162 100.0 △28,048 △14.4 166,268 100.0 

　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

当第１四半期累計期間

自 平成23年４月１日

至 平成23年６月30日至 平成22年６月30日

前第１四半期累計期間

自 平成22年４月１日

(その他の事業売上高） （単位：百万円）

864

至 平成23年６月30日

183 124

金　　額 金　　額 金　　額

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

前第１四半期累計期間

自 平成22年４月１日

当第１四半期累計期間

自 平成23年４月１日

その他の事業 59

　　　　　　　期　別

　項　目
至 平成22年６月30日

金　　額

 

 
〔主な受注工事〕  

ニカラグア運輸建設省 サンタフェ橋建設計画 

国土交通省中国地方整備局 尾道・松江自動車道真金原第二橋ＰＣ上部工事 

内閣府沖縄総合事務局 
平成２３年度宮古伊良部農業水利事業 
仲原地下ダム（モリガホ東部）工事 

旭化成ホームズ株式会社 （仮称）横浜市港南区大久保３丁目計画新築工事 

社会福祉法人健光園 特別養護老人ホーム「健光園あらしやま（仮称）」新築工事 

〔主な完成工事〕  

国土交通省関東地方整備局 圏央道利根川高架橋下部その１工事 

日本下水道事業団 東海市浄化センター建設工事その２０ 

コチャバンバ市上下水道公社 
（ボリビア） 

コチャバンバ市南東部上水道施設改善計画 

株式会社東京めいらく 平成２３年東京めいらく千葉工場増築工事 

Honda Vietnam Co., Ltd. ホンダベトナム２輪工場増改築工事 

 

(2) 当社個別の受注予想 

通 期  

金 額 増減率 

24 年 3 月期予想 160,000 百万円 13.0％

23 年 3 月期実績 141,653 百万円 △8.1％

(注) ％表示は対前年同期比増減率です。 
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