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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 23,891 △14.5 △1,527 ― △1,345 ― △1,422 ―
24年3月期第1四半期 27,926 14.6 △1,010 ― △805 ― △829 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △2,839百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △941百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △19.79 ―
24年3月期第1四半期 △11.54 ―

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

25年3月期第1四半期 146,026 27,261 18.7 379.22
24年3月期 151,905 30,094 19.8 418.63
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  27,261百万円 24年3月期  30,094百万円

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

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 54,800 △8.4 △600 ― △750 ― △800 ― △11.13
通期 117,600 △12.2 550 50.8 300 △22.3 200 119.8 2.78



(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 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２頁「２．サマリー情 
   報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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、四半期連結財務諸表に対
するレビュー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 
１． 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および合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
  おり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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 
  前提となる条件およ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「１．当四半期決算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」をご覧ください。 
２． 平成25年３月期の株主配当につきましては、業績等を勘案した上で、開示が可能となった時点で速やかに公表する予定です。 

※  注記事項

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   ：  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1Q 73,531,406 株 24年3月期 73,531,406 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,643,581 株 24年3月期 1,643,581 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 71,887,825 株 24年3月期1Q 71,888,498 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、公共投資は増加したものの、民間設備投資は

海外への投資傾向が強まり、国内では前期に引き続き低調な状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 

売上高につきましては、建設事業23,486百万円に不動産事業404百万円を加えた23,891百万円

（前年同四半期比14.5％減）となりました。利益面につきましては、営業損失は1,527百万円

（前年同四半期は1,010百万円の営業損失）、経常損失は1,345百万円（前年同四半期は805百万

円の経常損失）、四半期純損失は1,422百万円（前年同四半期は829百万円の四半期純損失）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5,878百万円減(3.9％

減)の146,026百万円となりました。その内訳としましては、流動資産は、前連結会計年度末比

3,518百万円減(3.6％減)の94,975百万円、固定資産は、前連結会計年度末比2,359百万円減

(4.4％減)の51,050百万円となりました。 

負債の部は、前連結会計年度末比3,045百万円減(2.5％減)の118,764百万円となりました。そ

の内訳としましては、流動負債は、前連結会計年度末比4,951百万円減(5.2％減)の90,453百万

円、固定負債は、前連結会計年度末比1,905百万円増(7.2％増)の28,311百万円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末比2,833百万円減(9.4％減)の27,261百万円となりました。 
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月９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 

会計方針の変更   

（減価償却方法の変更）   

 当社および国内連結子会社は、法人税法の変更に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方

法に変更しております。 

 これによる損益に与える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



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 26,634 39,078

受取手形・完成工事未収入金等 51,786 36,663

未成工事支出金 9,680 8,449

販売用不動産 85 85

その他 10,322 10,712

貸倒引当金 △14 △13

流動資産合計 98,494 94,975

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,950 12,950

その他（純額） 4,548 4,512

有形固定資産合計 17,499 17,463

無形固定資産 26 28

投資その他の資産   

投資有価証券 35,204 32,879

その他 2,236 2,221

貸倒引当金 △1,556 △1,541

投資その他の資産合計 35,884 33,558

固定資産合計 53,410 51,050

資産合計 151,905 146,026



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 41,446 33,655

短期借入金 25,134 25,134

1年内償還予定の社債 3,000 －

未払法人税等 70 32

未成工事受入金 17,928 23,458

完成工事補償引当金 84 83

賞与引当金 105 134

工事損失引当金 3,243 3,745

その他 4,391 4,208

流動負債合計 95,404 90,453

固定負債   

社債 1,500 3,000

長期借入金 11,366 12,821

繰延税金負債 6,790 5,976

退職給付引当金 4,887 4,650

役員退職慰労引当金 178 180

その他 1,683 1,682

固定負債合計 26,405 28,311

負債合計 121,810 118,764

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 14,692 13,275

自己株式 △406 △406

株主資本合計 18,504 17,087

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,988 10,524

為替換算調整勘定 △398 △350

その他の包括利益累計額合計 11,590 10,173

純資産合計 30,094 27,261

負債純資産合計 151,905 146,026



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 27,520 23,486

不動産事業等売上高 406 404

売上高合計 27,926 23,891

売上原価   

完成工事原価 27,189 23,914

不動産事業等売上原価 144 168

売上原価合計 27,334 24,082

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 330 △427

不動産事業等総利益 261 235

売上総利益合計 591 △191

販売費及び一般管理費 1,602 1,336

営業損失（△） △1,010 △1,527

営業外収益   

受取利息 21 12

受取配当金 373 392

その他 32 27

営業外収益合計 426 433

営業外費用   

支払利息 157 157

その他 63 93

営業外費用合計 221 251

経常損失（△） △805 △1,345

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 10

その他 － 0

特別利益合計 － 11

特別損失   

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 0 57

その他 0 0

特別損失合計 2 57

税金等調整前四半期純損失（△） △807 △1,392

法人税、住民税及び事業税 24 32

法人税等調整額 △2 △1

法人税等合計 22 30

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △829 △1,422

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △829 △1,422



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △829 △1,422

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △129 △1,464

為替換算調整勘定 18 48

その他の包括利益合計 △111 △1,416

四半期包括利益 △941 △2,839

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △941 △2,839

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25年３月期第１四半期 18,421 12.8 

平成24年３月期第１四半期 16,336 31.0  

   

区 分  

  

平成24年３月期 

第１四半期  

平成25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  1,276  8.7

 89.3

 3,566  29.6

 65.4

 2,290  179.5

民間   13,319  91.3  8,478  70.4  △4,840  △36.3

計   14,595  100.0  12,044  100.0  △2,550  △17.5

土木 

官公庁  575  33.1

 10.7

 4,816  75.5

 34.6

 4,240  736.3

民間   1,164  66.9  1,560  24.5  395  33.9

計   1,740  100.0  6,376  100.0  4,635  266.3

合計 

官公庁  1,852  11.3

 100.0

 8,383  45.5

 100.0

 6,530  352.6

民間   14,484  88.7  10,038  54.5  △4,445  △30.7

計   16,336  100.0  18,421  100.0  2,085  12.8
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