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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 645 △2.6 △14 ― △13 ― △26 ―

24年3月期第1四半期 662 △16.3 △80 ― △81 ― △48 ―

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 △7.66 ―

24年3月期第1四半期 △14.05 ―

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 2,901 1,099 37.9
24年3月期 2,725 1,129 41.4

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,099百万円 24年3月期  1,129百万円

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  
 

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 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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

第2四半期(累計) 1,701 35.7 △39 ― △39 ― △25 ― △7.32

通期 3,891 31.2 41 ― 40 ― 26 ― 7.61



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当第１四半期会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合」に該当してお
ります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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 3,420,000 株 24年3月期 3,420,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 4,561 株 24年3月期 3,667 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 3,415,822 株 24年3月期1Q 3,417,270 株

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政策効果による堅調な個人消費や震災の復興需要など

が内需を牽引し、また設備投資に持ち直しの動きが見られ、景気は緩やかな回復傾向を示したものの、

欧州債務問題の再燃や米国及び中国経済の減速など、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

建設業界におきましては、民間設備投資の持ち直しの動きや震災の復旧・復興関連事業を中心に公共

事業の発注が増加するなど、やや明るさが見えたものの依然として受注競争が激しく、厳しい経営環境

が続きました。 

このような状況の下、当社は営業展開を強化するとともにコスト低減に取組み、受注量の獲得と利益

の確保に注力してまいりました。 

その結果、当第１四半期累計期間の業績は、主力の気泡コンクリート工事の受注が概ね順調だったこ

とから、全体の工事受注高は1,040百万円（前年同四半期比56.8％増）となり、売上高は工期の関係か

ら645百万円（前年同四半期比2.6％減）となりました。 

各段階の損益につきましては、売上高の絶対額不足から営業損失14百万円（前年同四半期は営業損失

80百万円）、経常損失13百万円（前年同四半期は経常損失81百万円）、四半期純損失26百万円（前年同

四半期は四半期純損失48百万円）となりました。 

なお、当社の主たる事業である建設業の特徴として、完成工事の割合が第４四半期会計期間に偏ると

いう傾向があります。 

  

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ176百万円増加し2,901百万円とな

りました。その主な要因としましては、完成工事未収入金が147百万円、繰延税金資産が12百万円減少

しましたが、現金預金が308百万円、受取手形が46百万円増加したことなどによる流動資産の増加によ

るものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ205百万円増加し1,801百万円となりました。その主な要因としまし

ては、支払手形が37百万円、工事未払金が39百万円、賞与引当金が15百万円減少しましたが、長期借入

金が337百万円増加したことなどによる固定負債の増加によるものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ29百万円減少し1,099百万円となりました。その主な要因としま

しては、当第１四半期累計期間に四半期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減少したことなど

によるものであります。 

  

平成24年５月15日に公表しました平成25年３月期（第２四半期累計期間及び通期）の業績予想につい

ては、現時点で変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、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、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 178,483 487,437

受取手形 409,637 456,498

完成工事未収入金 621,175 473,709

売掛金 2,619 3,531

未成工事支出金 18,552 8,939

原材料及び貯蔵品 34,413 28,538

前払費用 14,456 13,996

繰延税金資産 20,878 9,769

未収消費税等 4,589 －

その他 8,397 13,759

貸倒引当金 △763 △666

流動資産合計 1,312,441 1,495,515

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 69,391 67,835

構築物（純額） 263 247

機械及び装置（純額） 39,094 40,605

車両運搬具（純額） 105 96

工具、器具及び備品（純額） 8,364 7,507

土地 1,122,839 1,122,839

リース資産（純額） 2,327 2,058

有形固定資産合計 1,242,386 1,241,190

無形固定資産   

ソフトウエア 8,061 7,604

リース資産 14,397 12,597

電話加入権 2,350 2,350

無形固定資産合計 24,809 22,552

投資その他の資産   

投資有価証券 19,364 16,373

関係会社出資金 36,668 36,668

破産更生債権等 6,235 6,185

長期前払費用 3,922 4,898

繰延税金資産 2,604 1,646

敷金 15,121 15,066

ゴルフ会員権 92,055 92,055

貸倒引当金 △31,150 △31,100

投資その他の資産合計 144,821 141,793

固定資産合計 1,412,017 1,405,536

繰延資産   

社債発行費 884 698

繰延資産合計 884 698

資産合計 2,725,343 2,901,749
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 643,266 606,077

工事未払金 246,542 206,876

短期借入金 116,000 100,000

1年内償還予定の社債 52,000 52,000

1年内返済予定の長期借入金 40,000 110,000

リース債務 8,686 8,686

未払金 56,717 62,626

未払費用 5,431 794

未払法人税等 2,351 1,189

未払消費税等 － 7,130

未成工事受入金 10,290 6,673

賞与引当金 20,396 5,135

完成工事補償引当金 2,936 1,169

工事損失引当金 3,379 －

その他 4,219 4,718

流動負債合計 1,212,216 1,173,078

固定負債   

社債 20,000 10,000

長期借入金 145,000 412,500

リース債務 8,874 6,702

退職給付引当金 182,390 170,405

役員退職慰労引当金 25,186 26,742

受入保証金 2,465 2,379

固定負債合計 383,916 628,730

負債合計 1,596,132 1,801,808

純資産の部   

株主資本   

資本金 209,200 209,200

資本剰余金   

資本準備金 180,400 180,400

資本剰余金合計 180,400 180,400

利益剰余金   

利益準備金 24,050 24,050

その他利益剰余金   

別途積立金 985,000 985,000

繰越利益剰余金 △262,059 △288,225

利益剰余金合計 746,990 720,824

自己株式 △862 △974

株主資本合計 1,135,728 1,109,450

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,517 △9,509

評価・換算差額等合計 △6,517 △9,509

純資産合計 1,129,210 1,099,941

負債純資産合計 2,725,343 2,901,749
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第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) 

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

売上高 662,989 645,804

完成工事高 656,718 638,858

商品売上高 6,271 6,946

売上原価 582,974 539,567

完成工事原価 578,511 535,050

商品売上原価 4,462 4,516

売上総利益 80,015 106,237

完成工事総利益 78,206 103,807

商品売上総利益 1,809 2,429

販売費及び一般管理費 160,500 120,653

営業損失（△） △80,484 △14,415

営業外収益   

受取利息 21 －

受取手数料 87 83

受取配当金 8 8

受取技術料 43 3,224

雑収入 255 339

営業外収益合計 416 3,657

営業外費用   

支払利息 294 1,517

支払保証料 580 227

手形売却損 275 128

雑支出 162 864

営業外費用合計 1,312 2,737

経常損失（△） △81,380 △13,495

特別損失   

固定資産除却損 － 123

特別損失合計 － 123

税引前四半期純損失（△） △81,380 △13,618

法人税、住民税及び事業税 1,335 480

法人税等調整額 △34,688 12,066

法人税等合計 △33,352 12,547

四半期純損失（△） △48,027 △26,166
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該当事項はありません。 

  

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）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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（単位：千円、％） 

 
  

（2）完成工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

（3）繰越工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

４．補足情報

  受注高、完成工事高及び繰越工事高

(1) 受注高

期 別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成23年４月１日  （自 平成24年４月１日  （自 平成23年４月１日

  至 平成23年６月30日）   至 平成24年６月30日）   至 平成24年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 353,202 53.3 928,221 89.3 1,838,597 63.3

地盤改良工事 302,640 45.6 111,675 10.7 1,037,908 35.7

補修工事 7,514 1.1 ― ― 10,889 0.4

その他工事 ― ― 264 0.0 18,264 0.6

合計 663,356 100.0 1,040,161 100.0 2,905,659 100.0

期 別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度

 （自 平成23年４月１日  （自 平成24年４月１日  （自 平成23年４月１日

  至 平成23年６月30日）   至 平成24年６月30日）   至 平成24年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 428,932 65.3 473,219 74.1 1,922,913 65.5

地盤改良工事 219,684 33.5 165,638 25.9 981,348 33.5

補修工事 8,102 1.2 ― ― 11,477 0.4

その他工事 ― ― ― ― 18,264 0.6

合計 656,718 100.0 638,858 100.0 2,934,003 100.0

期 別 前第１四半期累計期間末 当第１四半期累計期間末 前事業年度末

 平成23年６月30日 平成24年６月30日  平成24年３月31日

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 222,970 67.9 669,387 96.4 214,384 73.1

地盤改良工事 105,206 32.1 24,847 3.6 78,810 26.9

補修工事 ― ― ― ― ― ―

その他工事 ― ― 264 0.0 ― ―

合計 328,177 100.0 694,498 100.0 293,195 100.0
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