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1.  平成24年6月期第1四半期の業績（平成23年7月1日～平成23年9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 ％

24年6月期第1四半期 875 △24.6 16 ― 20 ― 18 ―

23年6月期第1四半期 1,161 4.6 △34 ― △31 ― △24 ―

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6月期第1四半期 2.70 ―

23年6月期第1四半期 △3.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 3,164 2,470 78.1
23年6月期 3,050 2,477 81.2

（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  2,470百万円 23年6月期  2,477百万円

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6月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
24年6月期 ―

24年6月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成24年6月期の業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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) 2,410 △11.3 48 152.6 48 77.8 48 71.4 7.00
通期 5,200 13.3 100 ― 110 ― 100 ― 14.58



(1) 四半期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２ページ「２.サマリー情報（その他）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」をご覧ください 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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6月期1Q 6,860,000 株 23年6月期 6,860,000 株

② 期末自己株式数 24年6月期1Q 1,950 株 23年6月期 1,950 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 6,858,050 株 23年6月期1Q 6,859,041 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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の２ページ「業績予想に関する定性的情報」を参照してください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原発被害の影響により設備投資や個人消費など依

然として弱い動きであり先行きは不透明な状況が続いております。 

 一方、建設業界につきましては、民間工事及び公共工事とも低調に推移が続くなど、受注環境は相変わらず厳し

い状況であります。 

 このような経済状況のもとで、当社は全社営業の展開や営業戦略の構築による営業力の強化とともに原価企画の

強化、業務プロセスの改善等に取り組み、積算精度の向上に努めました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高875百万円（前年同四半期比24.6％減）、営業利益16百万円

（前年同四半期は、営業損失34百万円）、経常利益20百万円（前年同四半期は、経常損失31百万円）、四半期純利

益は18百万円（前年同四半期は、四半期純損失24百万円）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。 

①土木部門 

 土木部門の受注工事高は、620百万円（前年同四半期比4.8％減）となり、完成工事高662百万円（前年同四半期

比14.5％増）、セグメント利益30百万円(前年同四半期は、セグメント損失40百万円）となりました。 

②建築部門 

 建築部門の受注工事高は、742百万円（前年同四半期比63.4％増）となり、完成工事高212百万円（前年同四半期

比55.0％減）、セグメント損失14百万円（前年同四半期は、セグメント利益６百万円）となりました。  

③不動産部門 

 不動産部門の売上は、－百万円（前年同四半期は、110百万円）となり、セグメント利益－百万円（前年同四半

期は、－百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

  （資産）  

 当第１四半期会計期間末における流動資産は2,429百万円となり、前事業年度末に比べ113百万円増加いたしまし

た。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が133百万円増加したことによるものであります。固定資産は734百

万円となり、前事業年度末と比べほぼ同じであります。 

 この結果、総資産は、3,164百万円となり、前事業年度末に比べ113百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債は656百万円となり、前事業年度末に比べ119百万円増加いたしまし

た。これは主に短期借入金が100百万円増加したことによるものであります。固定負債は37百万円となり、前事業

年度末と比べほぼ同じであります。 

 この結果、負債合計は、693百万円となり、前事業年度末に比べ120百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は2,470百万円となり、前事業年度末に比べ6百万円減少いたしまし

た。これは主に利益剰余金が8百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は78.1％（前事業年度末は81.2％）となりました。   

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は、当初の予定通りに推移していることから、平成23年８月10日に公表しました、第２四半

期累計期間および通期の業績予想から変更はありません。 

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算方法 

  税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,171,318 1,137,238

受取手形・完成工事未収入金等 775,737 909,105

有価証券 21,494 21,498

販売用不動産 358,083 358,083

その他 24,420 34,163

貸倒引当金 △34,633 △30,400

流動資産合計 2,316,421 2,429,688

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692

その他（純額） 296,055 294,366

有形固定資産合計 546,748 545,058

無形固定資産   

その他 11,222 10,555

無形固定資産合計 11,222 10,555

投資その他の資産   

投資有価証券 142,323 145,875

その他 233,188 232,528

貸倒引当金 △199,179 △199,179

投資その他の資産合計 176,331 179,224

固定資産合計 734,302 734,839

資産合計 3,050,724 3,164,527

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 398,468 413,546

短期借入金 － 100,000

未払法人税等 9,159 2,979

未成工事受入金 79,540 98,415

完成工事補償引当金 13,200 12,900

工事損失引当金 5,579 1,222

その他 30,649 27,371

流動負債合計 536,597 656,434

固定負債   

繰延税金負債 1,644 3,170

その他 34,742 34,069

固定負債合計 36,386 37,239

負債合計 572,983 693,674
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 849,500 849,500

資本剰余金 625,900 625,900

利益剰余金 997,739 988,826

自己株式 △205 △205

株主資本合計 2,472,934 2,464,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,806 6,833

評価・換算差額等合計 4,806 6,833

純資産合計 2,477,740 2,470,853

負債純資産合計 3,050,724 3,164,527
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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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

完成工事高 1,051,418 875,649

不動産事業等売上高 110,000 －

売上高合計 1,161,418 875,649

売上原価   

完成工事原価 1,030,605 810,741

不動産事業等売上原価 110,000 －

売上原価合計 1,140,605 810,741

売上総利益   

完成工事総利益 20,812 64,907

不動産事業等総利益 － －

売上総利益合計 20,812 64,907

販売費及び一般管理費 55,285 48,221

営業利益又は営業損失（△） △34,472 16,685

営業外収益   

受取利息 204 167

受取配当金 17 －

受取賃貸料 2,250 3,592

雑収入 1,486 241

営業外収益合計 3,958 4,001

営業外費用   

支払利息 11 4

支払保証料 494 292

営業外費用合計 506 296

経常利益又は経常損失（△） △31,019 20,390

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,700 －

固定資産売却益 477 －

特別利益合計 8,177 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △22,842 20,390

法人税等 1,880 1,871

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,722 18,519
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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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