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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 16,429 △13.4 △320 ― △311 ― △309 ―
23年3月期第1四半期 18,976 △10.9 719 436.2 721 174.5 646 184.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △369百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 582百万円 （―％）

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 △9.54 ―
23年3月期第1四半期 19.96 ―

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 56,699 17,224 30.4
23年3月期 66,876 17,674 26.4
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  17,224百万円 23年3月期  17,674百万円

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 ― 2.50 2.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

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) 44,400 13.1 △90 ― △210 ― △300 ― △9.26
通期 97,000 12.0 1,100 △23.0 800 △15.6 600 12.0 18.52



(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を実施しています。 

※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、当社が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。 

4.  その他

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 40,037,429 株 23年3月期 40,037,429 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 136,291 株 23年3月期 136,246 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 32,401,150 株 23年3月期1Q 32,401,493 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の経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況の中、電力供給の制

約や原子力災害等のリスクの存在により、当面下振れ圧力の強い状態が続くものの、2011年度下期以降は、復興需

要に支えられて回復軌道を辿ると見込まれております。 

建設業界におきましては、サプライチェ－ンの立て直しにより、民間設備投資は下げ止まりつつあり、また、公

共投資は、補正予算による押し上げ効果が見込まれることから大幅に増加する可能性が高いと思われますが、現状

では総じて低調に推移しております。 

このような不透明な経済状況のもと、ＰＣ技術を基軸とした総合建設業としての当社グル－プは、外的環境の激

しい変化に対応すべく事業規模が縮小しても利益の出せる体制、体質を作り上げることを目標に恒常的な黒字化を

目指して取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高164億29百万円（前年同四半期比13.4％減）となりまし

た。 

利益につきましては、グル－プ各社とともに省力化、合理化による原価低減、販管費の削減等に取り組んでまい

りましたが、営業損失３億20百万円（前年同四半期は７億19百万円の営業利益）、経常損失３億11百万円（前年同

四半期は７億21百万円の経常利益）、四半期純損失３億09百万円（前年同四半期は６億46百万円の四半期純利益）

となりました。 

なお、当社グループの主たる事業であります土木建設事業並びに建築建設事業の売上高は、工事の発注が下半

期、特に第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間にお

ける完成工事高に比べ、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。

セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

土木建設事業は、公共投資が昨年と同様に低調に推移しております。受注高及び前期繰越工事が減少しており、

売上高は79億75百万円（前年同四半期比30.7％減）、セグメント利益は５億81百万円（前年同四半期比56.1％減）

となりました。 

建築建設事業は、サプライチェーンの立て直しにより、民間設備投資が下げ止まりつつあります。受注高及び前

期繰越工事が増加しており、工事の進捗が順調に推移し、売上高は81億92百万円（前年同四半期比12.4％増）、セ

グメント利益は５億80百万円（前年同四半期比6.8％増）となりました。 

製造事業は、売上高は４億18百万円（前年同四半期比53.9％減）、セグメント損失は23百万円（前年同四半期は

１億25百万円の利益）、その他兼業事業は、売上高は４億76百万円（前年同四半期比26.0％減）、セグメント利益

は69百万円（前年同四半期比11.4％減）となりました。  

なお、セグメントの業績は、報告セグメントの売上高、セグメント利益又は損失を記載しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は393億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ100億65百万円

減少いたしました。これは主に受取手形・完成工事未収入金等が89億98百万円、未収入金が14億96百万円減少した

ことによるものであります。固定資産は173億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億11百万円減少いたしま

した。これは主に有形固定資産が80百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、566億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ101億76百万円減少いたしました。  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は337億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ97億54百万円減

少いたしました。これは主に支払手形・工事未払金等17億30百万円、短期借入金が79億98百万円減少したことによ

るものであります。固定負債は56億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万円増加いたしました。これは

主に退職給付引当金が増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、394億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ97億26百万円減少いたしました。  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は172億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億50百万円

減少いたしました。これは主に四半期純損失３億９百万円及び剰余金の配当81百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は30.4%（前連結会計年度末は26.4%）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日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

（４）追加情報  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、当第

１四半期連結累計期間の「貸倒引当金戻入額」は、「販売費及び一般管理費」及び「営業外収益」に計上してお

りますが、前第１四半期連結累計期間については遡及処理を行っておりません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 7,324 5,982

受取手形・完成工事未収入金等 32,069 23,070

未成工事支出金 5,475 6,756

その他のたな卸資産 916 1,246

繰延税金資産 12 31

未収入金 2,956 1,459

その他 809 918

貸倒引当金 △133 △102

流動資産合計 49,429 39,364

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 7,762 7,750

機械、運搬具及び工具器具備品 9,964 10,073

土地 9,396 9,398

リース資産 68 68

建設仮勘定 79 22

減価償却累計額 △14,356 △14,477

有形固定資産合計 12,915 12,834

無形固定資産 35 35

投資その他の資産   

投資有価証券 1,090 1,070

破産更生債権等 2,217 2,208

繰延税金資産 243 198

その他 3,162 3,196

貸倒引当金 △2,218 △2,208

投資その他の資産合計 4,495 4,465

固定資産合計 17,446 17,335

資産合計 66,876 56,699
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（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 22,469 20,738

短期借入金 11,636 3,637

未払法人税等 143 64

未成工事受入金 4,783 5,586

賞与引当金 124 44

完成工事補償引当金 194 192

工事損失引当金 549 582

その他 3,639 2,940

流動負債合計 43,540 33,786

固定負債   

退職給付引当金 3,356 3,401

役員退職慰労引当金 212 199

再評価に係る繰延税金負債 1,942 1,942

資産除去債務 95 95

その他 53 50

固定負債合計 5,661 5,689

負債合計 49,201 39,475

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,218 4,218

資本剰余金 8,110 8,110

利益剰余金 3,490 3,100

自己株式 △60 △60

株主資本合計 15,759 15,369

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 71 51

土地再評価差額金 1,641 1,641

為替換算調整勘定 202 161

その他の包括利益累計額合計 1,915 1,854

純資産合計 17,674 17,224

負債純資産合計 66,876 56,699
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（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 18,976 16,429

売上原価 16,639 15,171

売上総利益 2,337 1,258

販売費及び一般管理費 1,617 1,578

営業利益又は営業損失（△） 719 △320

営業外収益   

受取利息 5 1

受取配当金 5 6

持分法による投資利益 － 15

為替差益 38 2

スクラップ売却益 8 4

その他 14 22

営業外収益合計 72 52

営業外費用   

支払利息 40 29

持分法による投資損失 11 －

支払保証料 18 8

その他 0 5

営業外費用合計 70 43

経常利益又は経常損失（△） 721 △311

特別利益   

固定資産売却益 8 －

貸倒引当金戻入額 40 －

ゴルフ会員権償還益 － 86

その他 0 4

特別利益合計 49 90

特別損失   

固定資産除売却損 51 －

災害による損失 － 13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 91 －

その他 1 4

特別損失合計 144 17

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

626 △238

法人税、住民税及び事業税 76 29

法人税等調整額 △91 41

法人税等合計 △15 70

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

641 △309

少数株主損失（△） △5 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 646 △309
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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：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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

641 △309

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44 △19

為替換算調整勘定 △13 △39

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △59 △60

四半期包括利益 582 △369

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 587 △369

少数株主に係る四半期包括利益 △5 －
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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） 

土木建設
事業 

建築建設
事業 

製造事業
その他
兼業事業

計 

売上高                                    

外部顧客への売上高    10,873 7,287 480 335  18,976  － 18,976

セグメント間の内部売
上高又は振替高 629 － 427 309  1,365  △1,365 －

計 11,502 7,287 908 644  20,341  △1,365 18,976

セグメント利益 

（売上総利益）  
1,324 543 125 78  2,072  264 2,337

利益 金額

報告セグメント計  2,072

調整額（セグメント間取引消去）  264

販売費及び一般管理費  △1,617

四半期連結損益計算書の営業利益  719
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Ⅱ 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） 

１．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 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

固定資産の譲渡 

当社は、平成23年６月28日開催の取締役会決議に基づき、平成23年７月29日付で当社が保有する固定資産の一部

を売却しております。 

  

①譲渡の理由    経営資源の有効活用及び財務体質の改善による財務基盤の強化を目的とする譲渡 

②譲渡資産     神奈川県秦野市曽屋字曽屋原86番８に所在する土地 

③譲渡資産の簿価  546百万円 

④譲渡価額     500百万円 

⑤売買契約日    平成23年７月20日 

⑥引渡日      平成23年７月29日  

⑦損益への影響   平成24年３月期第２四半期連結会計期間において、特別損失94百万円の計上と再評価に

係る繰延税金負債の取崩しによる法人税等調整額△203百万円を計上予定  

  

  

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） 

土木建設
事業 

建築建設
事業 

製造事業
その他
兼業事業

計 

売上高                                    

外部顧客への売上高    7,951 8,192 115 170  16,429  － 16,429

セグメント間の内部売
上高又は振替高 24 － 303 306  634  △634 －

計 7,975 8,192 418 476  17,064  △634 16,429

セグメント利益又は損失 

（△）（売上総利益）  
581 580 △23 69  1,208  49 1,258

利益 金額

報告セグメント計  1,208

調整額（セグメント間取引消去）  49

販売費及び一般管理費  △1,578

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △320

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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 受注実績 

  

４．補足情報

区分 

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) 

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(％)

土木建設事業  9,703  55.7  4,463  33.1  △5,239  △54.0

建築建設事業  6,900  39.6  8,753  64.8  1,852  26.8

製造事業  480  2.8  115  0.8  △365  △76.0

その他兼業事業  339  1.9  170  1.3  △168  △49.7

合計  17,424  100.0  13,502  100.0  △3,921  △22.5
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