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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 19,549 △13.7 △724 ― △771 ― △793 ―
23年3月期第1四半期 22,658 △9.0 △246 ― △459 ― △550 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △887百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △708百万円 （―％）

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 △12.49 ―
23年3月期第1四半期 △8.66 ―

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 82,103 21,553 26.1
23年3月期 89,802 22,505 24.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,446百万円 23年3月期  22,358百万円

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  
平成２４年３月期の期末配当予想については未定であります。 
配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定であります。 

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 ― ― ― 1.00 1.00
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) 45,000 △6.3 △800 ― △900 ― △800 ― △12.60
通期 112,000 △3.9 1,300 1.3 1,000 15.3 750 52.9 11.81



(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財務諸表のレビュー手続き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、 
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。 

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 67,170,143 株 23年3月期 67,170,143 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,677,898 株 23年3月期 3,677,657 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 63,492,334 株 23年3月期1Q 63,497,211 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

３．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  8

（１）四半期個別受注の概況 ……………………………………………………………………………………………  8



（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、東日本大震災による被害と電力供給の抑制などにより、経済

活動そのものが停滞する事態に陥ったが、後半には、サプライチェーンの復旧に伴う供給面の回復により生産およ

び個人消費が持ち直しに向けた動きがみられました。 

  当社グループの主要事業である建設業界におきましては、依然として低調な公共建設投資や民間設備投資の減少

により価格競争が激化するなど厳しい経営環境が続いております。 

 このような情勢下において、当社グループは本年５月に発表いたしました「中期経営計画」を基に取り組んだ結

果、売上高が19,549百万円（前年同期比13.7％減）、売上総利益が328百万円（前年同期比64.0%減）となりました

ことから、営業損失が724百万円（前年同期は営業損失246百万円）、経常損失が771百万円（前年同期は経常損失

459百万円）となり、四半期純損失は793百万円（前年同期は四半期純損失550百万円）となりました。 

 なお、当社グループの主たる事業である土木事業及び建築事業においては、契約による工事の完成引渡が第４四

半期連結会計期間に集中しているため、第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多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 

 当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金預金が5,445百万円増加しました

が、受取手形・完成工事未収入金等が14,210百万円減少したこと等により、資産合計は7,699百万円減少した

82,103百万円となりました。負債の部は、前連結会計年度末に比べ、支払手形・工事未払金等が8,245百万減少し

たこと等により、負債合計は6,747百万円減少した60,549百万円となりました。純資産の部は前連結会計年度末に

比べ951百万円減少した21,553百万円となり、自己資本比率は26.1％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の経営成績は概ね計画通り推移しており、平成23年５月13日発表の通期の連結業績予想に変更はあ

りません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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 19,154 24,599

受取手形・完成工事未収入金等 46,496 32,285

未成工事支出金等 3,368 4,969

短期貸付金 30 41

繰延税金資産 321 460

その他 4,998 5,137

貸倒引当金 △288 △229

流動資産合計 74,082 67,264

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,804 4,787

機械、運搬具及び工具器具備品 9,183 8,865

土地 6,808 6,845

リース資産 25 25

減価償却累計額 △11,038 △10,801

有形固定資産合計 9,782 9,722

無形固定資産 159 154

投資その他の資産   

投資有価証券 3,074 3,002

長期貸付金 740 737

破産更生債権等 1,050 272

繰延税金資産 610 634

その他 1,648 1,642

貸倒引当金 △1,347 △1,328

投資その他の資産合計 5,777 4,961

固定資産合計 15,720 14,838

資産合計 89,802 82,103



（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 39,019 30,774

短期借入金 7,005 6,978

未払法人税等 257 18

未成工事受入金 4,964 6,295

預り金 3,809 4,052

完成工事補償引当金 238 239

賞与引当金 175 4

工事損失引当金 1,189 1,236

その他 562 962

流動負債合計 57,222 50,561

固定負債   

繰延税金負債 311 289

退職給付引当金 7,287 7,271

訴訟損失引当金 101 107

その他 2,374 2,318

固定負債合計 10,074 9,987

負債合計 67,296 60,549

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,100 5,100

資本剰余金 3,688 3,688

利益剰余金 13,973 13,116

自己株式 △650 △650

株主資本合計 22,111 21,254

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 249 191

繰延ヘッジ損益 △2 －

その他の包括利益累計額合計 247 191

少数株主持分 147 107

純資産合計 22,505 21,553

負債純資産合計 89,802 82,103



（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 22,658 19,549

売上原価 21,745 19,220

売上総利益 912 328

販売費及び一般管理費 1,159 1,053

営業損失（△） △246 △724

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 25 22

受取保険金 25 －

保険配当金 0 17

株式割当益 22 －

その他 15 12

営業外収益合計 89 53

営業外費用   

支払利息 67 46

支払保証料 13 12

為替差損 212 32

その他 8 9

営業外費用合計 301 100

経常損失（△） △459 △771

特別利益   

貸倒引当金戻入額 86 －

退職給付制度改定益 53 －

固定資産売却益 0 6

その他 0 0

特別利益合計 139 6

特別損失   

固定資産除売却損 9 5

減損損失 9 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9 －

災害による損失 － 158

その他 0 6

特別損失合計 28 169

税金等調整前四半期純損失（△） △347 △934

法人税、住民税及び事業税 280 42

法人税等調整額 △31 △145

法人税等合計 248 △102

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △596 △831

少数株主損失（△） △46 △38

四半期純損失（△） △550 △793



（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（△） △596 △831

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △112 △57

繰延ヘッジ損益 － 2

その他の包括利益合計 △112 △55

四半期包括利益 △708 △887

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △662 △848

少数株主に係る四半期包括利益 △46 △38



 該当事項はありません。  

  

  

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    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） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っています。 

  

  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） 

 （単位：百万円）

（注）１．セグメント損失（△）の調整額 百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っています。 

  

  

 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）セグメント情報等

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注１）  

四半期連結損益

計算書計上額 
（注２）  土木事業 建築事業 その他の事業 計 

売上高                                    

  外部顧客に対する売上高  13,294  8,725  638  22,658  －  22,658

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  4  162  167  △167  －

計  13,294  8,730  800  22,826  △167  22,658

セグメント利益又は損失

（△） 
 110  △236  △112  △238  △8  △246

△8

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注１）  

四半期連結損益

計算書計上額 
（注２）  土木事業 建築事業 その他の事業 計 

売上高                                    

  外部顧客に対する売上高  9,786  9,344  418  19,549  －  19,549

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  3  102  105  △105  －

計  9,786  9,347  521  19,654  △105  19,549

セグメント損失（△）  △299  △337  △89  △727  2  △724

2

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（１）四半期個別受注の概況 

個別受注実績                  （単位：百万円）         

  

  （注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率を示します。 

３．補足情報

   受 注 高      

24年３月期第１四半期    12,111       % 34.6     

23年３月期第１四半期    8,998       % △4.3     

                  

（注）１．受注高は、当該四半期までの金額です。  

   ２．パーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。 

  

（参考）受注実績内訳                                （単位：百万円） 

区   分 
平成23年３月期 

第１四半期累計期間

平成24年３月期 

第１四半期累計期間
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

土 

木 

 国内官公庁 3,361  ( %)37.4 3,758  ( %)31.0     397        % 11.8

 国内民間 393  ( %)4.4 584   ( %)4.8         191       % 48.6

 海外 △724 ( %)△8.1 591 ( %)4.9  1,316  －

 計 3,029  ( %)33.7 4,934  ( %)40.7       1,905       % 62.9

建 

築 

 国内官公庁 1,460 ( %)16.2 1,736  ( %)14.4         275   % 18.9

 国内民間 4,485  ( %)49.8 5,440  ( %)44.9       954 % 21.3

 海外 22   ( %)0.3 －   ( )－          △22 % △100.0

 計 5,968  ( %)66.3 7,176  ( %)59.3         1,208 % 20.2

合 

計 

 国内官公庁 4,821  ( %)53.6 5,494  ( %)45.4       673 % 14.0

 国内民間 4,879  ( %)54.2 6,024  ( %)49.7        1,145        % 23.5

 海外 △702 ( %)△7.8 591 ( %)4.9    1,294  －

 計 8,998 ( %)100.0 12,111 ( %)100.0       3,113 % 34.6
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