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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 11,414 7.1 △476 ― △457 ― △503 ―
24年3月期第1四半期 10,653 14.8 △387 ― △350 ― △398 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △696百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △505百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △9.57 ―
24年3月期第1四半期 △7.57 ―

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

25年3月期第1四半期 55,039 30,019 54.5 570.05
24年3月期 58,370 31,137 53.3 591.27
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  30,019百万円 24年3月期  31,137百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 8.00 8.00

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) 28,000 △2.1 △700 ― △700 ― △800 ― △15.19
通期 73,500 △0.7 1,650 △26.8 1,650 △27.7 1,100 △34.5 20.89



(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１四半期に減価償却方法の変更を行っており、当該変更は「会計方針の変更を会計上の見積り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】３ページ「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・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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。 

※  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 57,804,450 株 24年3月期 57,804,450 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 5,142,547 株 24年3月期 5,142,516 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 52,661,912 株 24年3月期1Q 52,662,223 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建設業界は、民間建設投資に緩やかな回復が見られ、公共建設投資につきま

しても震災復興需要により増加しましたが、東北地方以外の地域における建設投資は、依然として低水準に推移

し、引き続き厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のもと、当社グループの当第１四半期累計期間における受注高は、前年同期に比べ、震災応急復

旧工事は減少しましたが、本格的な復興工事の受注と首都圏における大型建築工事の受注により、前年同期比

18.9％増の227億２千９百万円となりました。     

 売上高は、前期からの繰越工事が前年同期に比べ多かったことにより、前年同期比7.1％増の114億１千４百万円

となりました。  

 利益面では、前期に受注した低採算工事が、当該期間に売上計上されたこと等により利益率が低下し、売上総利

益は前年同期比5.7％減の15億３千３百万円となりました。これにより、営業損益・経常損益は各々、４億７千６

百万円の損失（前年同期は３億８千７百万円の損失）、４億５千７百万円の損失（前年同期は３億５千万円の損

失）となり、四半期純損益は５億３百万円の損失（前年同期は３億９千８百万円の損失）となりました。 

 なお、当第１四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、未成工事出来高の増加に伴う未成工事支出金の増加を、受取手形・完成工事未収入金等の

減少が上回ったため、前連結会計年度末に比べ33億３千万円減少いたしました。 

（負債） 

  負債につきましては、未成工事出来高の増加による未成工事受入金の増加を、支払手形・工事未払金等の減少が

上回ったため、前連結会計年度末に比べ22億１千３百万円減少いたしました。 

（純資産） 

  純資産につきましては、四半期純損失及び株主配当金の支払い等により利益剰余金が減少したため、前連結会計

年度末に比べ11億１千７百万円減少いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成24年５月14日公表のとおり、変更はありません。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業・工種別 

平成24年３月期第１四半期 平成25年３月期第１四半期 

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 7,246 37.9% 7,597 33.4%  351 4.9%

 法面保護工事 5,162 27.0% 5,385 23.7%  223 4.3%

 地すべり対策工事 2,083 10.9% 2,212 9.7%  128 6.2%

基礎・地盤改良工事 7,465 39.0% 5,903 26.0%  △1,561 △20.9%

補修・補強工事 281 1.5% 731 3.2%  450 160.0%

環境修復工事 115 0.6% 371 1.6%  255 220.6%

管きょ工事 90 0.5% 122 0.5%  31 34.8%

一般土木工事 1,462 7.6% 2,491 11.0%  1,029 70.4%

建築工事 2,202 11.5% 5,362 23.6%  3,159 143.4%

その他工事 255 1.4% 148 0.7%  △107 △42.0%

合計 19,120 100.0% 22,729 100.0%  3,608 18.9%
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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 

（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） 

 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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による四半期連結損益計算書等に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）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 9,562 9,663

受取手形・完成工事未収入金等 21,162 15,222

未成工事支出金 6,512 8,700

商品及び製品 29 21

仕掛品 18 18

材料貯蔵品 141 115

未収入金 320 60

その他 916 907

貸倒引当金 △173 △151

流動資産合計 38,491 34,557

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,283 2,310

機械・運搬具（純額） 552 520

土地 9,116 9,116

リース資産（純額） 1,094 1,056

建設仮勘定 42 57

その他（純額） 87 86

有形固定資産合計 13,177 13,147

無形固定資産 172 171

投資その他の資産   

投資有価証券 2,884 2,753

その他 4,240 5,012

貸倒引当金 △595 △603

投資その他の資産合計 6,529 7,162

固定資産合計 19,879 20,482

資産合計 58,370 55,039

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,583 12,198

短期借入金 500 400

1年内返済予定の長期借入金 453 441

未払法人税等 489 106

未成工事受入金 4,203 6,027

完成工事補償引当金 78 129

工事損失引当金 114 57

災害損失引当金 64 63

未払費用 1,184 880

その他 933 1,164

流動負債合計 23,606 21,469
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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) 

固定負債   

長期借入金 890 786

再評価に係る繰延税金負債 1,217 1,217

退職給付引当金 626 696

長期未払金 27 27

リース債務 805 764

その他 59 58

固定負債合計 3,626 3,550

負債合計 27,233 25,019

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 21,303 20,378

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 32,082 31,157

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △126 △258

土地再評価差額金 △717 △717

為替換算調整勘定 △102 △162

その他の包括利益累計額合計 △945 △1,137

純資産合計 31,137 30,019

負債純資産合計 58,370 55,039
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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 10,522 11,287

兼業事業売上高 130 127

売上高合計 10,653 11,414

売上原価   

完成工事原価 8,925 9,786

兼業事業売上原価 102 94

売上原価合計 9,027 9,881

売上総利益   

完成工事総利益 1,597 1,501

兼業事業総利益 27 32

売上総利益合計 1,625 1,533

販売費及び一般管理費 2,012 2,009

営業損失（△） △387 △476

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 20 23

受取ロイヤリティー 13 16

受取賃貸料 13 14

その他 27 15

営業外収益合計 79 76

営業外費用   

支払利息 7 6

支払手数料 10 6

為替差損 15 31

支払保証料 2 1

その他 7 11

営業外費用合計 42 57

経常損失（△） △350 △457

特別利益   

固定資産売却益 0 －

その他 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除売却損 3 0

退職特別加算金 13 －

災害による損失 3 －

特別損失合計 20 0

税金等調整前四半期純損失（△） △370 △457

法人税、住民税及び事業税 30 46

法人税等調整額 △2 △0

法人税等合計 27 46

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △398 △503

四半期純損失（△） △398 △503
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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（△） △398 △503

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △72 △132

為替換算調整勘定 △34 △60

その他の包括利益合計 △107 △192

四半期包括利益 △505 △696

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △505 △696

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。 

   

   

（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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