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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 29,428 △3.8 2,582 △14.0 2,747 △11.2 1,684 △8.6

24年3月期第3四半期 30,581 9.6 3,004 28.9 3,094 25.7 1,842 30.3

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3四半期 82.00 ―

24年3月期第3四半期 89.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 48,217 37,982 78.8
24年3月期 49,087 36,504 74.4

（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  37,982百万円 24年3月期  36,504百万円

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 ― 20.00 20.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 19.00 19.00

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、対前期増減率）

（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

通期 42,600 △0.3 3,670 △9.3 3,830 △4.8 2,310 △1.6 112.79



(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Ｐ.２「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」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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ.２「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3Q 20,858,491 株 24年3月期 20,858,491 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 284,935 株 24年3月期 379,125 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 20,541,956 株 24年3月期3Q 20,549,683 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、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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Ｐ.２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間の建設事業売上高は、前第３四半期累計期間比11億４千６百万円（3.8％減）減少の289億

８千３百万円となりました。これは、前事業年度からの繰越工事進捗による売上高増加もありましたが、東日本大

震災等の災害関連工事の減少や前第３四半期累計期間に工事完成基準適用の大型工事を売上計上した反動等による

ものであります。

また、不動産事業売上高は、前第３四半期累計期間比７百万円（1.6％減）減少の４億４千４百万円となりまし

た。これは、販売用不動産の売上高が減少したこと等によるものであります。

この結果、売上高合計は、前第３四半期累計期間比11億５千３百万円（3.8％減）減少の294億２千８百万円とな

りました。

売上総利益は、前第３四半期累計期間比２億円（4.1％減）減少の46億３千１百万円となりました。これは、建

設事業総利益が、売上高の減少を主因として、前第３四半期累計期間比３億１千５百万円（6.5％減）減少の45億

２千万円となったためであります。なお、不動産事業総利益は、販売用不動産の簿価切り下げ額の減少や減価償却

費の減少等により、前第３四半期累計期間比１億１千５百万円増加の１億１千万円となりました。

販売費及び一般管理費は、前第３四半期累計期間比２億２千１百万円（12.1％増）増加の20億４千８百万円とな

りました。これは、前第３四半期累計期間の貸倒引当金繰入額が貸倒実績率の大幅低下により、販売費及び一般管

理費から控除された反動等によるものであります。

これにより、営業利益は、前第３四半期累計期間比４億２千１百万円（14.0％減）減少の25億８千２百万円とな

り、経常利益は、前第３四半期累計期間比３億４千７百万円（11.2％減）減少の27億４千７百万円となりました。

四半期純利益は、前第３四半期累計期間において特別利益に保険解約返戻金を計上したことから、前第３四半期

累計期間比１億５千８百万円（8.6％減）減少の16億８千４百万円となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末比８億６千９百万円（1.8％減）減少の482億１千７百万円

となりました。これは、受取手形・完成工事未収入金等が増加したものの、短期運用の有価証券の減少や減価償却

等により有形固定資産が減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前事業年度末比23億４千６百万円（18.7％減）減少の102億３千５百万円となりました。これは、

支払手形・工事未払金等の減少や法人税納付に伴う未払法人税等の減少等によるものであります。

純資産合計は、前事業年度末比14億７千７百万円（4.0％増）増加の379億８千２百万円となりました。これは、

利益剰余金の増加や保有する上場株式の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加等によるものでありま

す。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の通期業績予想につきましては、概ね当初の予想通りに推移していることから、平成24年11月２

日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第３四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

（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、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

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第３四半期累計期間の損益への影響は軽微であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 9,578,346 8,768,187

受取手形・完成工事未収入金等 13,139,152 16,962,148

有価証券 6,649,571 3,571,234

販売用不動産 255,771 79,034

未成工事支出金 518,908 795,371

繰延税金資産 317,345 317,487

その他 919,172 497,815

貸倒引当金 △1,380 △1,720

流動資産合計 31,376,888 30,989,557

固定資産

有形固定資産 11,527,775 10,555,470

無形固定資産 84,227 68,968

投資その他の資産

投資有価証券 5,238,720 5,862,890

繰延税金資産 573,367 498,232

その他 289,085 245,644

貸倒引当金 △2,860 △2,860

投資その他の資産合計 6,098,313 6,603,907

固定資産合計 17,710,316 17,228,345

資産合計 49,087,204 48,217,903

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 7,634,112 7,237,129

未払法人税等 1,018,704 586,684

未成工事受入金 410,076 181,887

引当金 43,250 31,425

その他 2,155,099 975,217

流動負債合計 11,261,243 9,012,344

固定負債

長期借入金 150,670 67,530

退職給付引当金 902,861 891,131

資産除去債務 40,417 41,067

その他 227,494 223,655

固定負債合計 1,321,444 1,223,384

負債合計 12,582,687 10,235,728
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,302,375 3,302,375

資本剰余金 3,338,395 3,338,395

利益剰余金 29,739,144 31,017,477

自己株式 △263,955 △201,605

株主資本合計 36,115,959 37,456,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 388,556 525,532

評価・換算差額等合計 388,556 525,532

純資産合計 36,504,516 37,982,175

負債純資産合計 49,087,204 48,217,903
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高

完成工事高 30,129,392 28,983,355

不動産事業売上高 452,432 444,977

売上高合計 30,581,824 29,428,332

売上原価

完成工事原価 25,293,299 24,462,554

不動産事業売上原価 457,447 334,738

売上原価合計 25,750,746 24,797,293

売上総利益

完成工事総利益 4,836,093 4,520,800

不動産事業総利益又は不動産事業総損失（△） △5,015 110,238

売上総利益合計 4,831,078 4,631,039

販売費及び一般管理費 1,826,857 2,048,142

営業利益 3,004,220 2,582,896

営業外収益

受取利息 16,175 14,653

受取配当金 82,980 89,615

その他 76,841 64,280

営業外収益合計 175,998 168,549

営業外費用

支払利息 2,961 1,254

投資有価証券売却損 59,926 －

投資有価証券評価損 19,426 2,275

その他 3,272 308

営業外費用合計 85,587 3,838

経常利益 3,094,630 2,747,608

特別利益

保険解約返戻金 313,249 －

特別利益合計 313,249 －

特別損失

固定資産除却損 21,211 －

減損損失 35,840 －

特別損失合計 57,051 －

税引前四半期純利益 3,350,828 2,747,608

法人税等 1,508,000 1,063,000

四半期純利益 1,842,828 1,684,608
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（１）受注高、売上高及び繰越工事高

①受注高 （単位：千円、％）

②売上高 （単位：千円、％）

③繰越工事高 （単位：千円、％）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（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

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木工事 19,621,565 20,331,096 709,531 3.6 29,649,681

建築工事 8,514,999 6,369,354 △2,145,645 △25.2 12,044,383

計 28,136,565 26,700,451 △1,436,113 △5.1 41,694,064

不動産事業 452,432 444,977 △7,455 △1.6 598,853

合計 28,588,997 27,145,428 △1,443,569 △5.0 42,292,917

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木工事 23,711,206 21,201,548 △2,509,658 △10.6 32,649,506

建築工事 6,418,186 7,781,807 1,363,620 21.2 9,496,633

計 30,129,392 28,983,355 △1,146,037 △3.8 42,146,139

不動産事業 452,432 444,977 △7,455 △1.6 598,853

合計 30,581,824 29,428,332 △1,153,492 △3.8 42,744,993

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 比較増減 増減率 前事業年度

建設事業

土木工事 7,436,141 7,655,506 219,364 2.9 8,525,957

建築工事 5,420,561 4,459,045 △961,516 △17.7 5,871,497

計 12,856,703 12,114,551 △742,151 △5.8 14,397,455

不動産事業 － － － － －

合計 12,856,703 12,114,551 △742,151 △5.8 14,397,455
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