




  

 
 ※各株式数には当社が発行する優先株式を含めております。 

 ※1株当たり四半期純利益は、③期中平均株式数を算定上の基礎としております。 

 ※1株当たり純資産は、普通株式の期末発行済株式数を算定上の基礎としております。 

  

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無：無 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しているため、実際

の業績等は予想数値と異なる可能性があります。 

  (参考) 発行済株式数について

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期１Ｑ 192,902,037株 24年3月期 192,902,037株

②期末自己株式数 25年3月期１Ｑ 207,883株 24年3月期 206,266株

③期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期１Ｑ 192,694,633株 24年3月期１Ｑ 150,287,952株

  (参考) 平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月1日～平成25年３月31日）

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 27,300 21.5 △10 ― △90 ― △0.47

通期 71,500 12.8 2,400 21.1 2,200 20.9 11.42
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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、各種の政策効果に支えられ、内需を中心として緩

やかな回復基調を維持してまいりましたが、一方では、欧州債務問題を背景とした海外経済の減速や円

高傾向の長期化等により、景気の先行き不安が拡大するなど、依然として予断を許さない状況が続きま

した。 

道路建設業界におきましても、震災復興関連の予算執行が本格化しつつあることを受け、建設投資は

低水準ながらも堅調に推移いたしましたが、熾烈な企業間競争による影響に加え、一部の地域において

は、需要急増に伴い資材価格が上昇傾向を示すなど、引き続き厳しい事業環境となりました。 

このような状況のもと、当社グループでは、社会資本整備の一端を担う企業グループとして、事業活

動を通じ震災の復旧・復興支援に尽力する一方、「中期３ヶ年経営計画」（平成23年４月１日～平成26

年３月31日）に基づき、収益の源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進に全力を挙げて取り

組むとともに、経営資源の効率的な活用や調達コストの見直しを進めるなど、収益構造の改善を推し進

め、利益確保に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産事業

等売上高を含む）は131億17百万円（前年同期比7.9％増）、売上高は大型工事の完成などにより137億

91百万円（前年同期比49.7％増）となり、また損益につきましても、経常損失は３億92百万円（前年同

期は５億87百万円の経常損失）、四半期純損失は３億36百万円（前年同期は６億11百万円の四半期純損

失）となり、何れも前年同期の成績を上回る結果となりました。 

なお、当社グループにおける建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から

第３四半期に比べ、第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用につ

いては年間を通じて恒常的に発生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大き

く変動いたします。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し45億93百万円減少の450億４

百万円となりました。売上債権が減少したことなどにより流動資産は45億13百万円の減少となり、ま

た、有形固定資産の減少などにより、固定資産は79百万円の減少となりました。  

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し42億54百万円減少の365億42

百万円となりました。流動負債は、仕入債務が減少したことに加え、借入金の一部返済などにより42億

52百万円の減少となり、また、固定負債につきましては１百万円の減少となりました。  

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失３億36百万円を計上したことにより、前

連結会計年度末と比べて３億38百万円減少の84億62百万円となりました。この結果、自己資本比率は

18.8％となりました。  

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、前回公表時（平成24年５月10日）から変更はござい

ません。  

  

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
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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 783 657

受取手形・完成工事未収入金等 18,066 9,170

未成工事支出金 8,528 9,026

材料貯蔵品 357 285

短期貸付金 2,434 6,597

その他 3,626 3,524

貸倒引当金 △90 △69

流動資産合計 33,706 29,193

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 6,627 6,636

機械、運搬具及び工具器具備品 15,151 15,102

土地 11,690 11,690

減価償却累計額 △18,327 △18,359

有形固定資産合計 15,142 15,070

無形固定資産 127 135

投資その他の資産

その他 1,426 1,411

貸倒引当金 △804 △805

投資その他の資産合計 621 606

固定資産合計 15,890 15,811

資産合計 49,597 45,004
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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 21,503 17,862

短期借入金 8,659 7,650

未払法人税等 80 30

未成工事受入金 4,977 5,480

完成工事補償引当金 226 235

工事損失引当金 375 415

賞与引当金 368 185

その他 576 655

流動負債合計 36,767 32,514

固定負債

退職給付引当金 3,935 3,933

その他 93 93

固定負債合計 4,028 4,027

負債合計 40,796 36,542

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 500 500

利益剰余金 6,318 5,981

自己株式 △20 △20

株主資本合計 8,798 8,461

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3 1

その他の包括利益累計額合計 3 1

純資産合計 8,801 8,462

負債純資産合計 49,597 45,004
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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 9,214 13,791

売上原価 8,704 13,311

売上総利益 509 480

販売費及び一般管理費 1,065 837

営業損失（△） △556 △357

営業外収益

貸倒引当金戻入額 4 －

土地賃貸料 4 4

雑収入 4 4

営業外収益合計 13 8

営業外費用

支払利息 36 31

雑支出 8 12

営業外費用合計 44 43

経常損失（△） △587 △392

特別利益

受取補償金 － 79

特別利益合計 － 79

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純損失（△） △587 △313

法人税、住民税及び事業税 23 23

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △611 △336

四半期純損失（△） △611 △336
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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損失（△） △611 △336

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 △1

その他の包括利益合計 △0 △1

四半期包括利益 △611 △338

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △611 △338

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

      四半期個別受注の概況 

 
  

  

  

  

  

  

  

（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

３．補足情報

個別受注の実績

受 注 高

25年３月期第１四半期 12,804百万円    10.0%

24年３月期第１四半期 11,640百万円  △10.8%

（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、対前年同四半期比較増減率

  受注実績の内訳 （単位：百万円）

前年第１四半期 当第１四半期

（平成24年３月期 （平成25年３月期 増 減 前 期

区   分  第１四半期） 第１四半期） （平成24年３月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 1,629 14.0 1,935 15.1 305 18.7 20,423 29.7

受 
注 
高

国内民間 6,178 53.1 6,468 50.5 290 4.7 28,921 42.0

  計 7,807 67.1 8,403 65.6 595 7.6 49,345 71.7

 製 品 部 門 等 3,832 32.9 4,401 34.4 568 14.8 19,484 28.3

合   計 11,640 100.0 12,804 100.0 1,164 10.0 68,829 100.0
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