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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 10,612 9.9 △60 ― △53 ― △47 ―
24年3月期第1四半期 9,658 △10.1 266 △20.1 287 23.6 149 32.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 29百万円 （△85.8％） 24年3月期第1四半期 207百万円 （70.7％）

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 △0.81 ―
24年3月期第1四半期 2.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 79,758 29,755 36.7
24年3月期 83,630 29,959 35.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  29,238百万円 24年3月期  29,484百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

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) 22,500 △15.6 500 △68.8 350 △77.0 200 △76.4 3.42
通期 63,000 3.9 3,200 14.2 2,700 4.2 1,600 8.8 27.37



(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)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積の変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   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 （3）会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、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おりません。 

※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、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。 

※  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 61,360,720 株 24年3月期 61,360,720 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,896,146 株 24年3月期 2,895,938 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 58,464,640 株 24年3月期1Q 58,464,782 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、復興需要等から内需は底堅く推移している一方、欧州財

政危機等による海外景気の減速懸念もあり、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

当社グループをとりまく事業環境におきましては、首都圏のマンション市場の契約率が好調を保つと

ともに、住宅建設も持ち直している等、一部に回復の動きもありますが、復興需要の影響により工事原

価が高止まりする等、全体的には厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社グループの当第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。

売上高は106億12百万円となり、そのセグメント別内訳は、建設事業売上高80億33百万円、開発事業等

売上高25億79百万円となりました。損益につきましては、営業損失60百万円、経常損失53百万円、四半

期純損失47百万円となりました。 

なお、当社グループでは、通常の営業形態として工事の完成・物件の引渡しが第４四半期に集中して

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比べ、第４四半期連結会計期間の売

上高が多くなるといった季節的変動があります。 

  

当第１四半期会計期間末において、総資産は797億58百万円（流動資産657億53百万円、固定資産140

億4百万円）、負債合計は500億2百万円（流動負債398億7百万円、固定負債101億95百万円）、純資産合

計は297億55百万円となりました。 

  

平成24年５月15日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想等に変更はありませ

ん。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

これによる四半期連結財務諸表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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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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 20,847 16,894

受取手形・完成工事未収入金等 16,858 14,525

販売用不動産 15,869 15,678

未成工事支出金 292 363

開発事業等支出金 15,220 17,366

材料貯蔵品 43 84

繰延税金資産 218 261

その他 233 613

貸倒引当金 △44 △34

流動資産合計 69,540 65,753

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 8,518 8,518

減価償却累計額 △2,243 △2,334

建物・構築物（純額） 6,274 6,184

機械及び装置 110 110

減価償却累計額 △62 △64

機械及び装置（純額） 47 45

車両運搬具及び工具器具備品 265 265

減価償却累計額 △243 △239

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 21 25

土地 6,589 6,589

その他 49 49

減価償却累計額 △20 △23

その他（純額） 28 25

有形固定資産合計 12,961 12,870

無形固定資産 59 56

投資その他の資産   

投資有価証券 633 590

繰延税金資産 88 137

その他 357 359

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 1,069 1,076

固定資産合計 14,090 14,004

資産合計 83,630 79,758
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（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 21,394 18,126

短期借入金 19,366 19,380

未払法人税等 475 17

未成工事受入金 626 574

開発事業等受入金 263 754

賞与引当金 251 129

完成工事補償引当金 58 92

工事損失引当金 102 42

その他 896 690

流動負債合計 43,436 39,807

固定負債   

長期借入金 9,123 9,042

退職給付引当金 449 463

役員退職慰労引当金 164 163

繰延税金負債 201 234

その他 295 292

固定負債合計 10,234 10,195

負債合計 53,671 50,002

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,665 3,665

資本剰余金 3,421 3,421

利益剰余金 23,165 22,883

自己株式 △577 △577

株主資本合計 29,674 29,393

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40 12

為替換算調整勘定 △230 △166

その他の包括利益累計額合計 △189 △154

少数株主持分 475 516

純資産合計 29,959 29,755

負債純資産合計 83,630 79,758
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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 6,926 8,033

開発事業等売上高 2,732 2,579

売上高合計 9,658 10,612

売上原価   

完成工事原価 6,511 7,831

開発事業等売上原価 2,149 2,161

売上原価合計 8,661 9,993

売上総利益   

完成工事総利益 414 201

開発事業等総利益 583 417

売上総利益合計 997 619

販売費及び一般管理費 730 679

営業利益又は営業損失（△） 266 △60

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 5

受取補償利息 110 －

為替差益 2 54

その他 7 18

営業外収益合計 126 78

営業外費用   

支払利息 104 71

その他 1 0

営業外費用合計 105 71

経常利益又は経常損失（△） 287 △53

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 － 0

特別損失合計 － 0

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（△）

287 △52

法人税、住民税及び事業税 106 23

法人税等調整額 34 △42

法人税等合計 140 △18

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（△）

147 △33

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） 149 △47
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

147 △33

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9 △28

為替換算調整勘定 50 92

その他の包括利益合計 59 63

四半期包括利益 207 29

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 194 △11

少数株主に係る四半期包括利益 12 41
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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) 

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 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△200百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属していない親会社本社の総務部等管理部門に係る経費であります。 

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

  

Ⅱ 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) 

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 

 
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△131百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、報告セグメントに帰属していない親会社本社の総務部等管理部門に係る経費であります。

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おります。 

  

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

(単位：百万円)

建設事業 開発事業等 合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２

売上高

外部顧客への売上高 6,926 2,732 9,658 ― 9,658

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,926 2,732 9,658 ― 9,658

セグメント利益 30 436 467 △200 266

(単位：百万円)

建設事業 開発事業等 合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２

売上高

外部顧客への売上高 8,033 2,579 10,612 ― 10,612

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,033 2,579 10,612 ― 10,612

セグメント利益又は損失(△) △124 195 71 △131 △60

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（注）１ ％表示は、前年同四半期増減率となっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（参考）個別受注実績内訳 

 
（注）１ 前期以前に契約した工事で契約の更改により請負代金に変更があるものについては、期中受注高にその増

減額を含めております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

個別受注の概況

 受注高

平成25年3月期第1四半期累計期間 12,224百万円 2.0%

平成24年3月期第1四半期累計期間 11,981百万円 △9.0%

区分

前第１四半期累計期間 当第1四半期累計期間

比較増減額
（百万円）

増減率
（百万円）

(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

至 平成23年６月30日) 至 平成24年６月30日)

受注高 構成比率 受注高 構成比率

（百万円） （％） (百万円) （％）

建

設

事

業

 住  宅 6,601 55.1% 4,448 36.4% △2,153 △32.6%

事務所・店舗 629 5.3% 36 0.3% △592 △94.2%

官公庁 29 0.2% 453 3.7% 424 1,425.4%

医療・福祉 306 2.5% 956 7.8% 650 212.5%

 その他 223 1.9% 689 5.7% 465 208.2%

 土  木 - - 1 0.0% 1 -

計 7,790 65.0% 6,585 53.9% △1,204 △15.5%

開発事業等 4,190 35.0% 5,638 46.1% 1,447 34.6%

合    計 11,981 100.0% 12,224 100.0% 242 2.0%
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