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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 16,726 12.2 △341 ― △323 ― △225 ―
25年3月期第1四半期 14,912 △2.9 △499 ― △521 ― △354 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △312百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △491百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △4.45 ―
25年3月期第1四半期 △7.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 65,669 23,824 35.7
25年3月期 74,291 24,495 32.4
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  23,419百万円 25年3月期  24,065百万円

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

25年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 37,000 △3.0 △400 ― △470 ― △350 ― △6.90
通期 103,000 △2.8 2,900 △34.3 2,650 △38.4 1,550 △43.1 30.58



(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の対象外でありますが、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
に対する四半期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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。業績予想の前提となる条件及び業
績予想の利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 

※  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   ：  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） 26年3月期1Q 52,200,239 株 25年3月期 52,200,239 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,439,799 株 25年3月期 1,506,789 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 50,756,326 株 25年3月期1Q 49,271,213 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策への期待感を背景に、円高の是

正や株価の回復が進み、景気は緩やかな持ち直しの傾向が見られますが、新興国の成長の減速懸念等に

より、先行きの不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要事業であります道路建設業界におきましては、公共事業予算の増加を受けて、受

注は前年を上回る水準にて推移しておりますが、材料価格、労務費等の上昇の影響もあり、経営環境は

引続き厳しい状況のもと推移いたしました。 

このような状況下におきまして、当社グループの当第１四半期連結累計期間における受注高は、

26,941百万円（前年同四半期連結累計期間比14.7％増加）となり、売上高は16,726百万円（前年同四半

期連結累計期間比12.2％増加）となりました。 

損益につきましては、営業損失は341百万円（前年同四半期連結累計期間、営業損失499百万円）、経

常損失は323百万円（前年同四半期連結累計期間、経常損失521百万円）、四半期純損失は225百万円

（前年同四半期連結累計期間、四半期純損失354百万円）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①建設事業 

当第１四半期連結累計期間における受注高は19,549百万円（前年同四半期連結累計期間比19.8％増

加）となりました。完成工事高は、9,335百万円（前年同四半期連結累計期間比20.6％増加）となり、

営業損失は274百万円（前年同四半期連結累計期間、営業損失420百万円）となりました。 

②建設材料等の製造販売・環境事業等 

当第１四半期連結累計期間における売上高は7,391百万円（前年同四半期連結累計期間比3.1％増

加）、営業利益は291百万円（前年同四半期連結累計期間、営業利益270百万円）となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、未成工事支出金等の増加はあったものの、受取手形・完成工事未収入金等の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べ8,565百万円減少し、44,936百万円となりました。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、20,733百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ8,622百万円減少し、65,669百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、未成工事受入金等は増加いたしましたが、支払手形・工事未払金等、短期借入金の減少

等により、前連結会計年度末に比べ7,269百万円減少し、34,357百万円となりました。 

固定負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ681百万円減少し、7,487百万円と

なりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ7,950百万円減少し、41,845百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ671百万円減少し、23,824百万円と

なりました。 

この結果、自己資本比率は35.7％（前連結会計年度末は32.4％）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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平成25年5月13日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありませ

ん。今後、何らかの変化がある場合は適切に開示してまいります。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,777 12,132

受取手形・完成工事未収入金等 34,341 21,528

未成工事支出金 3,509 7,167

商品及び製品 792 663

仕掛品 155 157

材料貯蔵品 1,068 1,005

繰延税金資産 541 872

その他 1,643 1,766

貸倒引当金 △328 △355

流動資産合計 53,501 44,936

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,443 2,410

機械・運搬具（純額） 2,039 2,079

土地 12,717 12,717

リース資産（純額） 759 714

建設仮勘定 3 128

その他（純額） 130 134

有形固定資産合計 18,095 18,186

無形固定資産 133 140

投資その他の資産   

投資有価証券 1,507 1,368

長期貸付金 1,251 1,241

繰延税金資産 10 10

その他 657 642

貸倒引当金 △864 △856

投資その他の資産合計 2,561 2,405

固定資産合計 20,790 20,733

資産合計 74,291 65,669
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 27,194 20,060

短期借入金 8,622 7,691

1年内償還予定の社債 399 399

未払法人税等 667 236

未成工事受入金 2,112 3,770

完成工事補償引当金 51 52

工事損失引当金 178 222

その他 2,400 1,923

流動負債合計 41,626 34,357

固定負債   

社債 440 440

長期借入金 4,355 3,797

繰延税金負債 130 91

再評価に係る繰延税金負債 1,264 1,264

退職給付引当金 967 938

債務保証損失引当金 4 1

資産除去債務 88 87

その他 917 866

固定負債合計 8,169 7,487

負債合計 49,795 41,845

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,584 7,584

資本剰余金 6,945 6,956

利益剰余金 8,848 8,267

自己株式 △345 △331

株主資本合計 23,033 22,477

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 469 379

土地再評価差額金 563 563

その他の包括利益累計額合計 1,032 942

少数株主持分 429 404

純資産合計 24,495 23,824

負債純資産合計 74,291 65,669
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 14,912 16,726

売上原価 13,908 15,373

売上総利益 1,003 1,353

販売費及び一般管理費 1,502 1,694

営業損失（△） △499 △341

営業外収益   

受取利息 7 6

受取配当金 10 23

持分法による投資利益 0 3

受取補償金 5 20

その他 27 30

営業外収益合計 51 83

営業外費用   

支払利息 56 48

その他 17 17

営業外費用合計 73 65

経常損失（△） △521 △323

特別利益   

固定資産売却益 4 10

その他 － 0

特別利益合計 4 10

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 0 1

特別損失合計 2 1

税金等調整前四半期純損失（△） △519 △314

法人税等 △159 △91

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △360 △222

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 3

四半期純損失（△） △354 △225
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △360 △222

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △131 △90

その他の包括利益合計 △131 △90

四半期包括利益 △491 △312

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △486 △315

少数株主に係る四半期包括利益 △5 3
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該当事項はありません。  

  

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24年４月１日  至  平成24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 

 
  

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) 

 
 (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

 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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

報告セグメント

建設事業 製造販売・環境事業等 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,741 7,170 14,912

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

5 216 221

計 7,746 7,386 15,133

セグメント利益又は損失(△) △420 270 △150

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △150

セグメント間取引消去 1

全社費用(注) △349

四半期連結損益計算書の営業損失 △499
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 Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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 

 
  

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) 

 
 (注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

 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。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

建設事業 製造販売・環境事業等 計

売上高

  外部顧客への売上高 9,335 7,391 16,726

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

8 360 369

計 9,343 7,752 17,095

セグメント利益又は損失(△) △274 291 16

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 16

セグメント間取引消去 24

全社費用(注) △383

四半期連結損益計算書の営業損失 △341
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４．補足情報

（１）事業別受注・売上・次期繰越高

区   分

前第１四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間

平成24年４月１日 平成25年４月１日

平成24年６月30日 平成25年６月30日

金額 構成比 金額 構成比

（百万円） （％） （百万円） （％）

前 
期 
繰 
越 
高

建設事業

舗装工事 16,201 80.1 14,546 73.3

土木工事 4,037 19.9 5,298 26.7

計 20,238 100.0 19,845 100.0

製造販売・環境事業等 ― ― ― ―

合  計 20,238 100.0 19,845 100.0

受 
注 
高

建設事業

舗装工事 13,810 58.8 16,981 63.1

土木工事 2,511 10.7 2,567 9.5

計 16,322 69.5 19,549 72.6

製造販売・環境事業等 7,170 30.5 7,391 27.4

合  計 23,492 100.0 26,941 100.0

売 
上 
高

建設事業

舗装工事 6,969 46.7 7,886 47.1

土木工事 772 5.2 1,448 8.7

計 7,741 51.9 9,335 55.8

製造販売・環境事業等 7,170 48.1 7,391 44.2

合  計 14,912 100.0 16,726 100.0

次 
期 
繰 
越 
高

建設事業

舗装工事 23,042 80.0 23,641 78.6

土木工事 5,776 20.0 6,418 21.4

計 28,819 100.0 30,059 100.0

製造販売・環境事業等 ― ― ― ―

合  計 28,819 100.0 30,059 100.0
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