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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 6,100 1.0 △110 ― △85 ― △181 ―
23年3月期第1四半期 6,043 △16.7 △82 ― △77 ― △111 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △189百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △118百万円 （―％）

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 △16.58 ―
23年3月期第1四半期 △10.18 ―

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 18,029 6,138 34.0
23年3月期 19,656 6,382 32.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,138百万円 23年3月期  6,382百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 16,000 22.7 180 262.7 200 198.3 50 △22.6 4.56
通期 31,000 0.8 500 74.8 500 48.6 200 △39.6 18.26



(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  ：  無  

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しています。 

※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、発表日現在において入手可能な情報に基づいて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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 11,300,000 株 23年3月期 11,300,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 346,016 株 23年3月期 346,016 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,953,984 株 23年3月期1Q 10,954,810 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災と原発事故の影響により企業の生産活動の低

下、個人消費の自粛、電力不足への不安などにより、一部に持ち直しの動きがあるものの、経済活動は総じて低

調に推移しました。 

 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、公共工事は引き続き減少傾向にあり、経済活動

が低調に推移するなか民間設備投資も停滞しているため、受注価格競争はさらに厳しさを増しております。 

 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 6,100百万円（前年同四半期比

1.0％増）となりました。損益面では、営業損失110百万円（前年同四半期は82百万円の営業損失）、経常損失85

百万円（前年同四半期は77百万円の経常損失）、退職一時金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行するため、退

職給付制度改定損として210百万円を特別損失に計上した結果、四半期純損失181百万円（前年同四半期は111百

万円の四半期純損失）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間末の総資産は、完成工事未収入金等が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ

1,626百万円減の18,029百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ81百万円減の919百万円とな

りました。 

 なお、純資産は、前連結会計年度末に比べ244百万円減の6,138百万円となり、自己資本比率は34.0％となりまし

た。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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日に公表の業績予想から変更はありません。 

 なお、実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、当社を取り巻く経済情勢・需要動向等の変

化、金融情勢の変化、地価の大幅な変動等があります。また、要因はこれらに限定されるものではありません。 

  

  

  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

㈱守谷商会（1798）平成24年３月期　第１四半期決算短信

2



３．四半期連結財務諸表 
（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 5,176,202 4,360,656

受取手形・完成工事未収入金等 6,060,581 5,140,588

販売用不動産 269,866 183,622

未成工事支出金 580,990 782,349

その他 640,344 608,245

貸倒引当金 △80,755 △66,927

流動資産合計 12,647,229 11,008,535

固定資産   

有形固定資産 4,329,951 4,307,367

無形固定資産 34,712 37,512

投資その他の資産   

その他 3,614,550 3,646,081

貸倒引当金 △969,905 △969,772

投資その他の資産合計 2,644,644 2,676,309

固定資産合計 7,009,308 7,021,189

資産合計 19,656,538 18,029,725

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 8,114,645 7,270,860

短期借入金 984,320 904,320

未払法人税等 28,531 5,741

未成工事受入金 1,471,385 975,003

賞与引当金 67,478 20,291

完成工事補償引当金 23,563 20,881

その他 411,817 441,738

流動負債合計 11,101,740 9,638,836

固定負債   

長期借入金 16,680 15,600

退職給付引当金 1,066,294 710,130

入会保証預り金 1,036,186 1,016,686

その他 53,166 510,114

固定負債合計 2,172,326 2,252,530

負債合計 13,274,067 11,891,366
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（単位：千円）

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 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 3,414,027 3,177,675

自己株式 △43,855 △43,855

株主資本合計 6,423,802 6,187,450

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,331 △49,091

その他の包括利益累計額合計 △41,331 △49,091

純資産合計 6,382,471 6,138,359

負債純資産合計 19,656,538 18,029,725

㈱守谷商会（1798）平成24年３月期　第１四半期決算短信

4



（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 6,043,460 6,100,963

売上原価 5,682,822 5,771,424

売上総利益 360,638 329,538

販売費及び一般管理費 442,750 440,281

営業損失（△） △82,112 △110,743

営業外収益   

受取利息 4,213 1,972

受取配当金 3,796 4,809

受取賃貸料 6,020 5,920

入会保証預り金償還益 7,070 12,050

その他 5,944 6,704

営業外収益合計 27,045 31,457

営業外費用   

支払利息 22,509 6,505

その他 349 9

営業外費用合計 22,858 6,514

経常損失（△） △77,925 △85,799

特別利益   

固定資産売却益 21 －

償却債権取立益 10,020 －

特別利益合計 10,041 －

特別損失   

固定資産売却損 26 －

減損損失 3,651 －

投資有価証券評価損 1,368 1,266

貸倒引当金繰入額 16,132 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,038 －

退職給付制度改定損 － 210,677

その他 46 －

特別損失合計 42,263 211,943

税金等調整前四半期純損失（△） △110,148 △297,743

法人税、住民税及び事業税 5,933 3,188

法人税等調整額 △4,565 △119,350

法人税等合計 1,367 △116,161

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △111,515 △181,581

四半期純損失（△） △111,515 △181,581
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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（△） △111,515 △181,581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,111 △7,760

その他の包括利益合計 △7,111 △7,760

四半期包括利益 △118,627 △189,341

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,627 △189,341

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  生産、受注及び販売の状況 

受注高 

売上高 

繰越高 

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。  

   

（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

４．補足情報

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建築事業（千円） 5,828,790 5,457,775（  6.4％減）

土木事業（千円） 982,641 973,030（  1.0％減）

不動産事業（千円） 42,350 144,975（242.3％増）

その他の事業（千円） 51,440 48,563（  5.6％減）

合計（千円） 6,905,222 6,624,344（  4.1％減）

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

建築事業（千円） 3,131,752 4,706,666（ 50.3％増）

土木事業（千円） 2,768,372 1,202,777（ 56.6％減）

不動産事業（千円） 91,895 142,955（ 55.6％増）

その他の事業（千円） 51,440 48,563（  5.6％減）

合計（千円） 6,043,460 6,100,963（  1.0％増）

事業の種類別セグメントの名称 
前第１四半期連結累計期間末 

（平成22年６月30日） 
当第１四半期連結累計期間末 
（平成23年６月30日） 

建築事業（千円） 15,284,258 13,160,749（ 13.9％減）

土木事業（千円） 5,787,561 4,180,939（ 27.8％減）

不動産事業（千円） 334 13,000（   － ）

その他の事業（千円） － －（   － ）

合計（千円） 21,072,153 17,354,688（ 17.6％減）
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