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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 27,926 14.6 △1,010 ― △805 ― △829 ―
23年3月期第1四半期 24,374 △28.7 △1,768 ― △1,631 ― △1,821 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △941百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △4,025百万円 （―％）

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 △11.54 ―
23年3月期第1四半期 △25.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 157,614 27,587 17.5 383.76
23年3月期 156,697 28,529 18.2 396.85
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  27,587百万円 23年3月期  28,529百万円

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  
（注）今期の期末配当は未定であります。 

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 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

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) 72,000 39.9 △1,000 ― △1,200 ― △1,270 ― △17.67
通期 145,000 13.1 650 ― 250 ― 120 ― 1.67



(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監査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、財務諸表に対する監査手続は終了し
ております。 

※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、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】2頁「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 73,531,406 株 23年3月期 73,531,406 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,642,941 株 23年3月期 1,642,891 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 71,888,498 株 23年3月期1Q 71,890,812 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建設市場は、依然として公共投資に力強さは感じられず、

また、民間の国内設備投資は企業の慎重な姿勢に変化が見られない状況で推移しまし

た。 

 この様な状況のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は次の通りとなりました。 

 売上高につきましては、建設事業27,520百万円に不動産事業406百万円を加えた27,926百万

円（前年同四半期比14.6％増）となりました。 

 利益につきましては、営業損失は1,010百万円（前年同四半期は1,768百万円の営業損失）、経

常損失は805百万円（前年同四半期は1,631百万円の経常損失）、四半期純損失は829百万円（前

年同四半期は1,821百万円の四半期純損失）となりました。 

 なお、建設事業につきましては、工事の完成引渡し時期が第４四半期連結会計期間に集中する

傾向があるため、第４四半期連結会計期間の工事進捗率が高くなることにより、売上高は通期の

業績に対し第１四半期連結累計期間の割合が低くなるといった季節的変動がありま

す。  
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末比916百万円増（0.6％

増）の157,614百万円となりました。その内訳としまして、流動資産は前連結会計年度末比1,040

百万円増（1.0％増）の105,292百万円、固定資産は前連結会計年度末比123百万円減（0.2％減）

の52,321百万円となりました。 

 負債の部は、前連結会計年度末比1,858百万円増（1.4％増）の130,026百万円となりました。

その内訳としまして、流動負債は前連結会計年度末比5,179百万円増（4.8％増）の113,798百万

円、固定負債は前連結会計年度末比3,321百万円減（17.0％減）の16,227百万円となりました。 

 純資産の部は、前連結会計年度末比941百万円減(3.3％減）の27,587百万円となりました。
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12日に公表いたしました連結業績予想に関しましては現時点において変更は行っ

ておりません。 
  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）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。 

  

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



３．四半期連結財務諸表 
（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 32,247 47,903

受取手形・完成工事未収入金等 45,499 30,841

未成工事支出金 18,995 17,575

販売用不動産 92 92

その他 7,435 8,895

貸倒引当金 △17 △16

流動資産合計 104,252 105,292

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,980 12,980

その他（純額） 4,810 4,760

有形固定資産合計 17,790 17,740

無形固定資産 41 37

投資その他の資産   

投資有価証券 33,464 33,395

その他 2,758 2,742

貸倒引当金 △1,609 △1,595

投資その他の資産合計 34,613 34,542

固定資産合計 52,445 52,321

資産合計 156,697 157,614



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 38,957 34,453

短期借入金 28,732 28,732

1年内償還予定の社債 9,075 12,075

未払法人税等 65 32

未成工事受入金 22,629 28,339

完成工事補償引当金 103 103

賞与引当金 420 532

工事損失引当金 4,699 4,597

その他 3,935 4,932

流動負債合計 108,618 113,798

固定負債   

社債 4,500 1,500

長期借入金 255 210

繰延税金負債 7,220 7,131

退職給付引当金 5,700 5,505

役員退職慰労引当金 188 190

その他 1,685 1,690

固定負債合計 19,549 16,227

負債合計 128,168 130,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金 522 522

利益剰余金 14,578 13,748

自己株式 △406 △406

株主資本合計 18,390 17,560

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,496 10,366

為替換算調整勘定 △357 △339

その他の包括利益累計額合計 10,138 10,026

純資産合計 28,529 27,587

負債純資産合計 156,697 157,614



（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   

完成工事高 23,951 27,520

不動産事業等売上高 423 406

売上高合計 24,374 27,926

売上原価   

完成工事原価 24,128 27,189

不動産事業等売上原価 180 144

売上原価合計 24,308 27,334

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △177 330

不動産事業等総利益 243 261

売上総利益合計 65 591

販売費及び一般管理費 1,834 1,602

営業損失（△） △1,768 △1,010

営業外収益   

受取利息 14 21

受取配当金 341 373

その他 72 32

営業外収益合計 427 426

営業外費用   

支払利息 168 157

為替差損 91 31

その他 30 32

営業外費用合計 290 221

経常損失（△） △1,631 △805

特別利益   

前期損益修正益 4 －

貸倒引当金戻入額 3 －

その他 1 －

特別利益合計 9 －

特別損失   

前期損益修正損 19 －

固定資産除却損 0 1

投資有価証券評価損 121 0

その他 34 0

特別損失合計 175 2

税金等調整前四半期純損失（△） △1,797 △807

法人税、住民税及び事業税 26 24

法人税等調整額 △2 △2

法人税等合計 23 22

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,821 △829

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △1,821 △829



（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（△） △1,821 △829

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,151 △129

繰延ヘッジ損益 △2 －

為替換算調整勘定 △49 18

その他の包括利益合計 △2,203 △111

四半期包括利益 △4,025 △941

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,025 △941

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

（１）個別受注実績 

（注）①受注高は、当該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 

   

  

  

  

  

（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

（５）重要な後発事象

４．補足情報

  受 注 高 

   百万円  ％ 

平成24年３月期第１四半期 16,336 31.0 

平成23年３月期第１四半期 12,474 △8.0 

   

区 分  

  

平成23年３月期 

第１四半期  

平成24年３月期 

第１四半期 
比較増減 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％）  

金額 

（百万円）

構成比  

（％）  

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

建 

 

設 

 

事 

 

業 

建築 

官公庁  1,421  12.7

 89.5

 1,276  8.7

 89.3

 △145  △10.2

民間   9,746  87.3  13,319  91.3  3,573  36.7

計   11,168  100.0  14,595  100.0  3,427  30.7

土木 

官公庁  422  32.4

 10.5

 575  33.1

 10.7

 153  36.2

民間   883  67.6  1,164  66.9  281  31.8

計   1,306  100.0  1,740  100.0  434  33.2

合計 

官公庁  1,844  14.8

 100.0

 1,852  11.3

 100.0

 7  0.4

民間   10,630  85.2  14,484  88.7  3,854  36.3

計   12,474  100.0  16,336  100.0  3,861  31.0
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