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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 47,030 32.4 1,367 ― 1,353 ― 1,162 ―
23年3月期第3四半期 35,510 △15.5 △839 ― △851 ― △659 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,015百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1,093百万円 （―％）

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3四半期 22.08 ―
23年3月期第3四半期 △12.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 61,162 30,221 49.4 573.87
23年3月期 57,086 29,627 51.9 562.59
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  30,221百万円 23年3月期  29,627百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 8.00 8.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 74,500 16.7 2,000 69.1 2,000 70.7 1,400 61.6 26.58



(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が実施中です。 

※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、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果に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3Q 57,804,450 株 23年3月期 57,804,450 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 5,142,276 株 23年3月期 5,142,227 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 52,662,192 株 23年3月期3Q 52,662,866 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における建設業界は、民間建設投資に一部持ち直しの動きが見られましたが、公共建設投

資は、震災復旧に向けた投資が進む一方で、その他の地域においては総じて低調に推移するなど、依然として厳し

い受注環境が続きました。 

 このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなりました。 

  受注高につきましては、東日本大震災に伴う災害復旧工事の受注に加え、民間土木工事の増加や建築工事の受注

が順調に推移したことにより、前年同期比13.7％増の566億７千２百万円となりました。 

 売上高は、前年同期と比べ受注高が増加したことに加え施工が順調に推移したことにより、前年同期比32.4％増

の470億３千万円となりました。 

 利益面では、売上高の増加に加え、利益率の改善により、売上総利益は前年同期比37.3％増の73億１千７百万円

となりました。また、一般管理費の削減により、営業利益・経常利益は各々13億６千７百万円（前年同期は８億３

千９百万円の損失）、13億５千３百万円（前年同期は８億５千１百万円の損失）となり、四半期純利益は11億６千

２百万円（前年同期は６億５千９百万円の損失）となりました。    

   

 なお、当第３四半期連結累計期間における受注の状況は以下のとおりです。   

    

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

資産につきましては、流動資産は、施工高の増加に伴う資金需要の増加による現金預金の減少及び完成工事未

収入金の減少を、未成工事支出金の増加が上回ったこと等により、29億５千６百万円増加しました。また固定資産

は、機械・運搬具等の有形固定資産の減少を、投資その他の資産の増加が上回ったこと等により、11億１千９百万

円増加しました。以上により総資産は前連結会計年度末より40億７千６百万円増加いたしました。 

（負債）  

負債につきましては、未成工事受入金の増加及び短期借入金の増加が、支払手形・工事未払金の減少及び長期

借入金の減少を上回ったため、負債合計は前連結会計年度末より34億８千２百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加が株主配当金の支払い及びその他有価証券

評価差額金の減少を上回ったため、前連結会計年度末より５億９千４百万円増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表いたしました平成24年３月期通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業・工種別 
平成23年３月期第３四半期 平成24年３月期第３四半期 

比較増減 増減率 
受注高（百万円） 構成比 受注高（百万円） 構成比 

斜面・法面対策工事  19,312 38.8% 22,205 39.2%  2,893 15.0%

 うち 法面保護工事 12,262 24.6% 14,415 25.4%  2,152 17.6%

 うち  地すべり対策工事 7,049 14.2% 7,790 13.8%  740 10.5%

基礎・地盤改良工事 17,351 34.8% 17,823 31.5%  472 2.7%

補修・補強工事 1,931 3.9% 1,398 2.5%  △533 △27.6%

環境修復工事 930 1.9% 208 0.4%  △722 △77.6%

管きょ工事 856 1.7% 703 1.2%  △152 △17.8%

一般土木工事 1,206 2.4% 4,030 7.1%  2,824 234.2%

建築工事 6,931 13.9% 9,534 16.8%  2,603 37.6%

その他工事 1,318 2.6% 767 1.3%  △551 △41.8%

合計 49,838 100.0% 56,672 100.0%  6,834 13.7%



（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。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 9,158 8,246

受取手形・完成工事未収入金等 19,804 18,341

未成工事支出金 7,830 12,973

商品及び製品 24 26

仕掛品 19 22

材料貯蔵品 183 114

未収入金 780 55

その他 555 1,473

貸倒引当金 △302 △243

流動資産合計 38,053 41,010

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,579 2,302

機械・運搬具（純額） 788 476

土地 9,251 9,136

リース資産（純額） 1,068 1,069

建設仮勘定 1 17

その他（純額） 103 87

有形固定資産合計 13,791 13,089

無形固定資産 207 183

投資その他の資産   

投資有価証券 2,915 2,770

その他 2,316 4,677

貸倒引当金 △198 △568

投資その他の資産合計 5,033 6,879

固定資産合計 19,032 20,152

資産合計 57,086 61,162

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 14,784 13,785

短期借入金 100 2,680

1年内返済予定の長期借入金 466 466

未払法人税等 163 332

未成工事受入金 5,513 8,226

完成工事補償引当金 99 73

工事損失引当金 123 128

災害損失引当金 133 104

未払費用 966 786

その他 994 700

流動負債合計 23,345 27,282



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 1,343 994

再評価に係る繰延税金負債 1,393 1,220

退職給付引当金 479 588

長期未払金 6 －

リース債務 832 797

その他 58 59

固定負債合計 4,113 3,658

負債合計 27,459 30,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 20,038 20,783

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 30,818 31,562

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △221 △460

土地再評価差額金 △880 △712

為替換算調整勘定 △88 △167

その他の包括利益累計額合計 △1,190 △1,341

純資産合計 29,627 30,221

負債純資産合計 57,086 61,162



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高   

完成工事高 35,098 46,654

兼業事業売上高 412 376

売上高合計 35,510 47,030

売上原価   

完成工事原価 29,853 39,405

兼業事業売上原価 329 307

売上原価合計 30,183 39,712

売上総利益   

完成工事総利益 5,245 7,248

兼業事業総利益 82 69

売上総利益合計 5,327 7,317

販売費及び一般管理費 6,167 5,950

営業利益又は営業損失（△） △839 1,367

営業外収益   

受取利息 3 18

受取配当金 71 35

受取賃貸料 37 39

その他 67 70

営業外収益合計 179 164

営業外費用   

支払利息 25 23

為替差損 84 60

その他 81 93

営業外費用合計 190 177

経常利益又は経常損失（△） △851 1,353

特別利益   

前期損益修正益 2 －

投資有価証券売却益 112 0

貸倒引当金戻入額 9 －

固定資産売却益 12 124

債務免除益 138 －

事業整理益 － 42

その他 0 3

特別利益合計 276 169

特別損失   

固定資産除売却損 8 35

退職特別加算金 6 13

災害による損失 － 6

その他 7 9

特別損失合計 21 65

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（△）

△596 1,458



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 57 299

法人税等調整額 5 △3

法人税等合計 63 295

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（△）

△659 1,162

四半期純利益又は四半期純損失（△） △659 1,162



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

△659 1,162

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △297 △238

土地再評価差額金 － 170

為替換算調整勘定 △136 △78

その他の包括利益合計 △434 △147

四半期包括利益 △1,093 1,015

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,093 1,015

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

   

 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）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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