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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 5,429 1.7 △268 ― △265 ― △162 ―
23年3月期第1四半期 5,341 37.1 △255 ― △242 ― △177 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △162百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △179百万円 （―％）

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 △8.77 ―
23年3月期第1四半期 △9.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 17,344 4,276 24.7
23年3月期 18,908 4,476 23.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,276百万円 23年3月期  4,476百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

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  ：  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) 10,100 △12.7 △180 ― △170 ― △150 ― △8.09
通期 30,200 5.9 590 △3.7 600 △5.2 280 △2.6 15.09



(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「２．サマリー情報（その他）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」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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 18,555,000 株 23年3月期 18,555,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,739 株 23年3月期 4,615 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 18,550,351 株 23年3月期1Q 18,550,385 株



個別業績予想 

(％表示は通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 当四半期における個別業績予想の修正有無 ： 無 

  

１．業績予想につきまして、現時点においては、「平成23年３月期 決算短信」(平成23年５月13日付)

にて公表したものから変更はありません。 

２．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

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

第２四半期(累計) 10,000 △13.5 △150 ― △130 ― △7.01

通期 30,000 6.2 600 △6.3 280 △4.5 15.09

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災の甚大な被害や電

力供給の制約、サプライチェーンの寸断等により企業の生産活動が停滞し、失業率も依然として高く、個

人消費も弱含みで推移しました。                                 

 道路建設業界におきましては、公共投資は総じて低調に推移し、民間工事は一部に震災の影響がみられ

るものの、原油価格の上昇基調の継続など、経営環境は厳しい状況となりました。 

 このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)は、積極的な営業展開

と工事管理の強化、製造・販売事業の拡大を図りつつ、受注高と利益の確保に努めてまいりました。 

当第１四半期の連結業績は、売上高54億29百万円(前年同期比1.7％増加)、経常損失２億65百万円(前年

同期は経常損失２億42百万円)、四半期純損失１億62百万円(前年同期は四半期純損失１億77百万円)とな

りました。 

  

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、下半期特に第４四半期に偏る季節的要因があ

るため、第１四半期の経営成績は全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等により、前連結会計年度末より15億64百万円減少

し、173億44百万円になりました。 

 負債合計は、支払手形・工事未払金等の減少等により、前連結会計年度末より13億64百万円減少し、

130億68百万円になりました。 

 純資産は、剰余金の配当並びに四半期純損失の計上による利益剰余金の減少等により、42億76百万円に

なりました。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日公表の連結業績予想値に変更はあり

ません。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態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

三井住建道路㈱(1776)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－2－



該当事項はありません。 

  

 （税金費用の計算） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法を採用しております。 

 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。 

  

該当事項はありません。 

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 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 2,675 3,735

受取手形・完成工事未収入金等 10,618 7,624

未成工事支出金 741 1,195

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 124 114

その他 530 473

貸倒引当金 △30 △30

流動資産合計 14,662 13,116

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 924 923

機械及び装置（純額） 297 277

土地 2,677 2,677

その他（純額） 37 38

有形固定資産合計 3,936 3,916

無形固定資産 76 74

投資その他の資産

破産更生債権等 39 36

その他 262 268

貸倒引当金 △69 △68

投資その他の資産合計 233 236

固定資産合計 4,246 4,228

資産合計 18,908 17,344

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,905 9,325

未払法人税等 159 14

未成工事受入金 847 997

完成工事補償引当金 11 11

賞与引当金 1 1

工事損失引当金 67 116

資産除去債務 6 6

その他 622 789

流動負債合計 12,621 11,262

固定負債

退職給付引当金 1,305 1,290

資産除去債務 56 64

その他 449 451

固定負債合計 1,810 1,805

負債合計 14,432 13,068
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 1,463 1,264

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,334 4,134

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 1

土地再評価差額金 140 140

その他の包括利益累計額合計 141 141

純資産合計 4,476 4,276

負債純資産合計 18,908 17,344
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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：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 5,341 5,429

売上原価 5,115 5,234

売上総利益 226 194

販売費及び一般管理費 481 463

営業損失（△） △255 △268

営業外収益

受取利息 12 0

消費税等還付加算金 － 4

雑収入 3 3

営業外収益合計 16 7

営業外費用

支払利息 0 0

支払保証料 2 3

雑支出 0 0

営業外費用合計 3 4

経常損失（△） △242 △265

特別利益

前期損益修正益 3 －

固定資産売却益 2 1

貸倒引当金戻入額 0 －

特別利益合計 7 1

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 －

特別損失合計 46 0

税金等調整前四半期純損失（△） △282 △264

法人税等 △104 △102

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △177 △162

四半期純損失（△） △177 △162
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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損失（△） △177 △162

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 △0

その他の包括利益合計 △2 △0

四半期包括利益 △179 △162

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △179 △162
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

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 

 
(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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。 

  

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。 

  

Ⅱ  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) 

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 

 
(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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。 

  

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。 

  

 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) セグメント情報等

(セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,370 971 5,341 ― 5,341 ― 5,341

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 353 353 ― 353 △353 ―

計 4,370 1,324 5,694 ― 5,694 △353 5,341

セグメント利益 89 137 226 ― 226 ― 226

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,492 937 5,429 ― 5,429 ― 5,429

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 306 306 ― 306 △306 ―

計 4,492 1,243 5,735 ― 5,735 △306 5,429

セグメント利益 114 80 194 ― 194 ― 194

(5) 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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 この四半期個別貸借対照表は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

4. (参考) 四半期個別財務諸表

  (1) 四半期個別貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第１四半期会計期間

(平成23年３月31日) (平成23年６月30日)
資産の部

流動資産
現金預金 2,572 3,679
受取手形・完成工事未収入金等 10,609 7,613
未成工事支出金 741 1,186
販売用不動産 2 2
材料貯蔵品 124 114
その他 526 470
貸倒引当金 △31 △31
流動資産合計 14,546 13,035

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物(純額) 924 923
機械及び装置(純額) 297 277
土地 2,677 2,677
その他(純額) 37 38
有形固定資産合計 3,936 3,916

無形固定資産 75 74
投資その他の資産

破産更生債権等 39 36
その他 320 325
貸倒引当金 △69 △68
投資その他の資産合計 290 294

固定資産合計 4,303 4,285
資産合計 18,850 17,321

負債の部
流動負債

支払手形・工事未払金等 10,899 9,333
未払法人税等 159 14
未成工事受入金 847 994
完成工事補償引当金 11 11
工事損失引当金 67 116
資産除去債務 6 6
その他 598 780
流動負債合計 12,590 11,257

固定負債
退職給付引当金 1,298 1,283
資産除去債務 56 64
その他 449 451
固定負債合計 1,803 1,798

負債合計 14,394 13,056
純資産の部

株主資本
資本金 1,329 1,329
資本剰余金 1,541 1,541
利益剰余金 1,444 1,252
自己株式 △0 △0
株主資本合計 4,314 4,123

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1 1
土地再評価差額金 140 140
評価・換算差額等合計 141 141

純資産合計 4,456 4,264
負債純資産合計 18,850 17,321
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 この四半期個別損益計算書は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

 (2)  四半期個別損益計算書

  (第１四半期累計期間)

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
 至 平成22年６月30日)  至 平成23年６月30日)

売上高 5,333 5,423

売上原価 5,106 5,227

売上総利益 226 195

販売費及び一般管理費 466 452

営業損失(△) △240 △256

営業外収益

受取利息 12 0

消費税等還付加算金 ― 4

雑収入 3 2

営業外収益合計 16 7

営業外費用

支払利息 0 0

支払保証料 2 3

雑支出 0 0

営業外費用合計 3 4

経常損失(△) △228 △253

特別利益

前期損益修正益 3 ―

固定資産売却益 2 1

貸倒引当金戻入額 0 ―

特別利益合計 7 1

特別損失

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 ― 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 ―

特別損失合計 46 0

税引前四半期純損失(△) △267 △253

法人税等 △100 △98

四半期純損失(△) △166 △154

三井住建道路㈱(1776)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－10－



  

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

 
(注) １．受注高は当第１四半期までの累計額 

 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

 
(注) パーセント表示は、構成比率 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

以 上 

5. 補足情報

 (1) 四半期個別業績の概要

 平成24年３月期第１四半期の個別業績(平成23年４月１日～平成23年６月30日)

 ① 個別経営成績(累計)

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 5,423 1.7 △256 ― △253 ― △154 ―

23年３月期第１四半期 5,333 37.4 △240 ― △228 ― △166 ―

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 △8.32 ―

23年３月期第１四半期 △9.00 ―

 ② 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 17,321 4,264 24.6

23年３月期 18,850 4,456 23.6

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 4,264百万円 23年３月期 4,456百万円

 (2) 四半期個別受注の概要

 ① 個別受注実績(平成23年４月１日～平成23年６月30日)

受 注 高

百万円 ％

24年３月期第１四半期 5,126 6.9

23年３月期第１四半期 4,795 △23.7

前第１四半期
 (自 平成22年４月１日

至 平成22年６月30日)

当第１四半期
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

比較増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 官  公  庁 1,564 32.6 1,460 28.5 △103 △6.6

部 民     間 2,260 47.1 2,728 53.2 467 20.7

門 計 3,824 79.7 4,189 81.7 364 9.5

製 品 等 部 門 971 20.3 937 18.3 △33 △3.5

合       計 4,795 100.0 5,126 100.0 330 6.9

 ② 個別受注予想(平成23年４月１日～平成24年３月31日)

第２四半期累計期間 通   期

百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期予想 12,000 6.6 28,000 16.0

23年３月期実績 11,252 △19.6 24,135 △24.3

三井住建道路㈱(1776)　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－11－


