
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  6,102  23.1  △94  －  △76  －  29  －

22年3月期第１四半期  4,957  △21.6  △157  －  △152  －  △44  －

  
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 

23年3月期第１四半期 .0  88  －     

22年3月期第１四半期 .△1  33  －     

  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 

23年3月期第１四半期  33,781  13,818  40.9 .416  74

22年3月期  40,730  14,007  34.4 .422  45

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 百万円 13,818   22年3月期 百万円 14,007   

  
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 

22年3月期  －       .0  00 －       .4  00 .4  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想） .0  00 －       .4  00 .4  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  14,000  △14.1  △100  －  △80  －  △30  － .△0  90

通期  36,500  △13.6  500  △46.3  450  △53.3  250  △47.6 .7  54

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

 新規 － 社 （社名）                        、除外 － 社  （社名） 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（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いません。  

  

※  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、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。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無

② ①以外の変更        ： 有・無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 34,367,644株 22年3月期 34,367,644株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,209,887株 22年3月期 1,208,445株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 33,158,051株 22年3月期１Ｑ 33,164,482株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とする新興国の成長や景気刺激策等により、輸出入や生

産の増加、設備投資の持ち直しなど、緩やかな回復の兆しを見せております。しかしながら、雇用情勢や個人消費

等は依然として厳しい状況が継続し、欧州発の金融危機といった新たな不安要素も加わり、先行きは不透明なまま

推移いたしました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは事業の一層の伸長を期して鋭意事業活動を展開してまいりました結

果、当第１四半期の売上高は61億2百万円（前年同期比23.1％増）となりました。 

 損益面につきましては、売上高の増加に加え、工程管理や原価低減策の精度が向上しました結果、経常損失76百

万円（前年同期は経常損失1億52百万円）となり、さらに退職給付制度改定益78百万円と、売上債権の減少による

貸倒引当金の戻入益1億5百万円を特別利益に計上しましたことにより、四半期純利益は29百万円（前年同期は四半

期純損失44百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりです。 

（建設事業） 

 建設事業におきましては、工事進行基準による売上が増加したため、売上高は51億59百万円となり、セグメン

ト損失は1億52百万円となりました。 

 なお、建設事業では、契約により工事の完成引渡しが第４四半期に集中しているため、第１四半期から第３四

半期における完成工事高に比べ、第４四半期の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

（不動産事業） 

 不動産事業におきましては、マンション販売を中心に、売上高は4億3百万円となり、セグメント損失は6百万

円となりました。 

（建材製造販売事業） 

 建材製造販売事業におきましては、建設工事量の減少により需要が低下したため、売上高は1億6百万円とな

り、セグメント利益は24百万円となりました。 

（その他）  

 その他の事業におきましては、好天に恵まれたゴルフ場運営事業が順調であったこともあり、売上高は4億32

百万円となり、セグメント利益は43百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末より69億49百万円減少し、337億81百万円となりました。その主

な要因といたしましては、工事代金の入金により受取手形・完成工事未収入金等が52億62百万円減少したことと、

借入金の返済により現金預金が29億14百万円減少したことによります。 

 負債の部におきましては、前連結会計年度末より67億59百万円減少し、199億63百万円となりました。その主な

要因といたしましては、返済により短期借入金が46億4百万円減少したことや、年度末に比べ工事量が減少したこ

とにより支払手形・工事未払金等が16億92百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の部におきましては、前連結会計年度末より1億89百万円減少し、138億18百万円となりました。その主な

要因といたしましては、配当金の支払い等により利益剰余金が1億3百万円減少したことと、株式市況の低迷によ

り、その他有価証券評価差額金が86百万円減少したことによります。 

  

・キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は37億74百万円となり、前連結会

計年度末と比較して32億15百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は19億58百万円（前年同期は得られた資金47億95百万円）となりました。これ

は主に、工事代金の回収による売上債権の減少額52億62百万円が、未成工事支出金等の増加額17億15百万円と

仕入債務の減少額16億92百万円を上回ったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は3億79百万円（前年同期は使用した資金24百万円）となりました。これは主

に、預入期間が３ヶ月を超える定期預金の預け入れによる支出3億円によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は47億94百万円（前年同期は使用した資金70億37百万円）となりました。これ

は主に、返済による短期借入金の純減少額44億円によるものであります。  

  

１．当四半期の連結業績等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 

 平成22年５月14日に公表いたしました平成23年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変

更はありません。業績の見通しに変更等が生じる場合には、速やかに開示いたします。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効

税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税、住

民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。これにより、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失がそれぞれ483千円増加し、税金

等調整前四半期純利益が4,267千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は8,304千円であります。 

  

②表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,084,991 6,999,820

受取手形・完成工事未収入金等 8,282,281 13,544,464

販売用不動産 582,148 791,251

商品 4,610 4,585

未成工事支出金等 3,391,721 1,676,187

材料貯蔵品 62,474 64,036

その他 1,314,495 1,535,187

貸倒引当金 △182,286 △286,883

流動資産合計 17,540,438 24,328,648

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,659,846 4,719,371

土地 7,875,971 7,875,971

その他（純額） 956,117 906,004

有形固定資産計 13,491,935 13,501,347

無形固定資産 282,681 299,750

投資その他の資産   

その他 2,560,191 2,703,750

貸倒引当金 △93,790 △102,857

投資その他の資産計 2,466,401 2,600,893

固定資産合計 16,241,018 16,401,991

資産合計 33,781,457 40,730,639

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,405,812 9,098,221

短期借入金 3,515,136 8,119,136

未払法人税等 86,838 178,627

未成工事受入金 1,458,981 828,070

引当金   

賞与引当金 2,340 131,047

役員賞与引当金 － 11,217

完成工事補償引当金 37,819 36,164

工事損失引当金 201,193 162,656

訴訟損失引当金 15,490 15,490

その他 465,164 1,239,991

流動負債合計 13,188,775 19,820,623



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 2,065,098 2,115,882

引当金   

退職給付引当金 2,238,301 2,327,128

役員退職慰労引当金 388,998 403,161

債務保証損失引当金 173,241 176,892

資産除去債務 8,411 －

その他 1,900,402 1,878,968

固定負債合計 6,774,453 6,902,032

負債合計 19,963,229 26,722,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,315,671 5,315,671

資本剰余金 5,359,413 5,359,413

利益剰余金 4,085,548 4,188,935

自己株式 △152,461 △152,271

株主資本合計 14,608,171 14,711,747

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △129,720 △43,542

土地再評価差額金 △660,222 △660,222

評価・換算差額等合計 △789,943 △703,764

純資産合計 13,818,227 14,007,983

負債純資産合計 33,781,457 40,730,639



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,957,942 6,102,062

売上原価 4,303,146 5,377,513

売上総利益 654,795 724,549

販売費及び一般管理費 812,611 819,495

営業損失（△） △157,815 △94,946

営業外収益   

受取利息 9,087 4,800

受取配当金 16,274 15,610

その他 10,853 21,346

営業外収益合計 36,214 41,757

営業外費用   

支払利息 30,252 22,362

その他 816 946

営業外費用合計 31,068 23,308

経常損失（△） △152,669 △76,497

特別利益   

前期損益修正益 136,172 110,809

固定資産売却益 395 1,610

退職給付制度改定益 － 78,538

その他 12,471 －

特別利益合計 149,038 190,957

特別損失   

前期損益修正損 － 75

固定資産除却損 16,166 331

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,783

特別損失合計 16,166 4,190

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（△）

△19,797 110,270

法人税等 24,374 81,019

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29,250

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △44,171 29,250



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△19,797 110,270

減価償却費 150,407 137,140

のれん償却額 5,872 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △252,446 △113,664

賞与引当金の増減額（△は減少） △189,419 △128,707

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,430 △11,217

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △20,099 1,654

工事損失引当金の増減額（△は減少） △72,256 38,537

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,656 △88,827

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,873 △14,163

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △3,651 △3,651

受取利息及び受取配当金 △25,361 △20,410

支払利息 30,252 22,362

売上債権の増減額（△は増加） 10,185,850 5,262,182

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △3,408,914 △1,715,534

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,965 208,111

仕入債務の増減額（△は減少） △2,932,727 △1,692,409

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,196,610 633,557

その他 532,894 △142,990

小計 5,276,281 2,482,239

利息及び配当金の受取額 25,361 20,410

利息の支払額 △22,116 △20,190

和解金の支払額 △355,000 △355,000

法人税等の支払額 △129,174 △168,878

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,795,352 1,958,581

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △47,795 △81,418

有形固定資産の売却による収入 1,100 2,000

投資有価証券の取得による支出 △110 △56

貸付金の回収による収入 17,890 1,785

その他 4,103 △301,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,811 △379,350

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,900,000 △4,400,000

長期借入金の返済による支出 △33,884 △254,784

自己株式の取得による支出 △433 △190

配当金の支払額 △96,461 △129,594

その他 △6,283 △9,790

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,037,061 △4,794,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,266,521 △3,215,128

現金及び現金同等物の期首残高 5,271,954 6,989,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,005,432 3,774,491



 該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年６月30日） 

  

【所在地別セグメント情報】 

在外連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建設事業  

（千円） 
不動産事業

（千円） 
その他の事業

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 

千円） 
連結

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,117,205 275,832 564,904 4,957,942  －  4,957,942

(2）

 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 1,754 6,435 45,061 53,251 (53,251)  －

  計  4,118,959 282,267 609,966 5,011,193 (53,251) 4,957,942

 営業利益  △197,105 △58,786 106,287 △149,603 (8,212) △157,815



【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「建設事

業」、「不動産事業」及び「建材製造販売事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「建設事業」は土木・建築その他建設請負工事に関する事業、「不動産事業」は不動産の売買・賃貸等に関

する事業、「建材製造販売事業」は建設資材の製造販売に関する事業であります。 

  

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）          （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェアの開発及び販

売、有料老人ホームの運営、ゴルフ場の運営事業、産業廃棄物処理施設の賃貸事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△4,203千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．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。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

   

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

建設事業 
不動産事

業 
建材製造販
売事業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
5,159,411  403,419 106,707 5,669,538 432,524  6,102,062 － 6,102,062

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

1,019  20,613 2,614 24,247 37,310  61,557  △61,557  －

計 5,160,431  424,032 109,321 5,693,785 469,834  6,163,619  △61,557 6,102,062

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 

△152,245  △6,233 24,461 △134,017 43,273  △90,743  △4,203 △94,946

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（１）連結受注実績                                    （単位：千円） 

  

（２）連結売上実績                                    （単位：千円） 

   

（３）提出会社単独の建設事業受注高、売上高及び繰越高の状況               （単位：百万円） 

４．補足情報

           

  

 セグメントの名称  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

 建設事業 7,327,923  7,765,997  33,099,224

 不動産事業  275,832  403,419  1,851,923

 建材製造販売事業  144,489  106,707  767,392

  報告セグメント計  7,748,245  8,276,124  35,718,541

 その他  647,038  492,570  2,024,053

 合計  8,395,284  8,768,694  37,742,594

           

  

 セグメントの名称  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

 建設事業 4,117,205  5,159,411  37,654,795

 不動産事業  275,832  403,419  1,851,923

 建材製造販売事業  144,489  106,707  767,392

  報告セグメント計  4,537,527  5,669,538  40,274,112

 その他  420,414  432,524  1,987,118

 合計  4,957,942  6,102,062  42,261,231

  
前第１四半期累計期間 

（Ｈ21.4.1～Ｈ21.6.30)  

 当第１四半期累計期間 

（Ｈ22.4.1～Ｈ22.6.30)  
増減 

  

  
官公庁 民間 計(A) 

構成比 

(%) 
官公庁 民間 計(B) 

構成比 

(%)  

金額 

(B-A)

率 

(%) 

受 

  

注 

  

高 

土木 1,269 1,726 2,996 43.7 2,431 1,371 3,803 50.6 807 26.9

建築  1,362 2,498 3,861 56.3 1,269 2,445 3,715 49.4 △146 △3.8

計 2,632 4,224 6,857 100.0 3,701 3,817 7,518 100.0 661 9.6

構成比(%) 38.4 61.6 100.0 49.2 50.8 100.0

売 

  

上 

  

高 

土木 1,069 500 1,570 39.1 1,316 646 1,962 37.8 391 25.0

建築  323 2,122 2,446 60.9 431 2,799 3,230 62.2 784 32.1

計 1,393 2,623 4,016 100.0 1,747 3,445 5,193 100.0 1,176 29.3

構成比(%) 34.7 65.3 100.0 33.7 66.3 100.0

繰 

  

越 

  

高 

土木 8,851 3,430 12,282 47.0 8,530 2,692 11,222 53.5 △1,059 △8.6

建築  4,367 9,496 13,863 53.0 2,109 7,656 9,766 46.5 △4,097 △29.6

計 13,218 12,927 26,145 100.0 10,639 10,348 20,988 100.0 △5,157 △19.7

構成比(%) 50.6 49.4 100.0 50.7 49.3 100.0
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