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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 9,790 △3.7 △784 ― △806 ― △511 ―
23年3月期第1四半期 10,168 △14.3 442 ― 426 ― 322 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △818百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 98百万円 （△89.9％）

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1四半期 △23.56 ―
23年3月期第1四半期 14.84 ―

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1四半期 46,688 10,368 22.2 477.59
23年3月期 53,490 11,296 21.1 520.31
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,368百万円 23年3月期  11,296百万円

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  ：  有  
 平成24年３月期の配当予想につきましては、未定としておりましたが、本資料にて開示いたします。 
 なお、上記予想に関する事項は本日公表の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」を参照してください。 

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 ― ― ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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  ：  有  
 平成24年３月期の業績予想につきましては、未定としておりましたが、本資料にて開示いたします。 
 なお、上記予想に関する事項は本日公表の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」を参照してください。 

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) 26,000 1.9 △700 ― △740 ― △480 ― △22.11
通期 66,100 11.4 510 325.4 400 220.8 200 △89.6 9.21



(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、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おりません。 

※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。 

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1Q 21,720,000 株 23年3月期 21,720,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 10,020 株 23年3月期 9,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 21,710,058 株 23年3月期1Q 21,710,647 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のわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災による、サプライチェーンの寸断

に伴う生産の落ち込み、供給制約による輸出の減少、自粛ムードによる個人消費低下のほか、電力供給不安などを

背景に経済活動が急速に悪化し、景気動向を見極めるには非常に困難な状況となりました。 

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、公共事業の継続的な減少、民間設備投資につい

ても、企業の建設投資意欲が停滞のまま、業界を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況の中で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、東日本大震災における被災地の復旧・復興支援に尽力することのほ

か、採算性を重視した選別受注、原価低減活動および徹底した経費節減に取り組みました。 

当第１四半期の受注工事高につきましては、東日本大震災を背景とした発注計画の順延などにより、前年同四

半期比34.6%減の71億３千３百万円となりました。売上高は、前年同四半期比3.7%減の97億９千万円となりまし

た。利益につきましては、完成工事総利益の減少により、営業損失として７億８千４百万円（前年同四半期は４億

４千２百万円の営業利益）、経常損失として８億６百万円（前年同四半期は４億２千６百万円の経常利益）、四半

期純損失として５億１千１百万円（前年同四半期は３億２千２百万円の四半期純利益）となりました。なお、当社

グループの売上高は、主たる事業である建築事業および土木事業において、契約により工事の完成引渡が第４四半

期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比

べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がございます。 

セグメントの実績は次のとおりであります。 

（建築事業） 

売上高につきましては、手持工事の増加により、前年同四半期比25.6%増の74億６千６百万円となりました。営

業損益につきましては、受注競争環境が一段と厳しさを増し、採算性が低下したことなどにより８億２千万円の営

業損失（前年同四半期は１億７百万円の営業損失）となりました。 

（土木事業） 

売上高につきましては、前年からの受注減少が響き、前年同四半期比47.2%減の20億７千６百万円となりまし

た。営業損益につきましては、期中工事の減少などにより、８千万円の営業損失（前年同四半期は４億３千万円の

営業利益）となりました。 

（不動産事業） 

売上高につきましては、沖縄県での分譲事業が前年で終了したため、前年同四半期比14.7%減の２億４千６百万

円となりました。営業損益につきましては、１億１千６百万円の営業利益（前年同四半期は１億１千９百万円の営

業利益）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

当第１四半期末における資産の残高は466億８千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ68億２百万円の

減少となりました。主な原因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものです。 

② 負債 

負債の残高は363億１千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億７千４百万円の減少となりました。

主な原因といたしましては、支払手形・工事未払金等の減少によるものです。 

③ 純資産 

純資産の残高は103億６千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億２千７百万円の減少となりまし

た。主な原因といたしましては、四半期純損失により利益剰余金が減少したほか、その他有価証券評価差額金

の減少によるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年４月28日の「平成23年３月期 決算短信」において、「平成24年３月期の連結業績予想」を、東日本大

震災の影響により合理的な算定が困難であったことから未定としておりましたが、今後の見通しの算定が可能とな

りましたので、本日発表の「業績予想および配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

該当事項はありません。 

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．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

3



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,155,707 3,623,748

受取手形・完成工事未収入金等 18,448,393 11,437,112

販売用不動産 176,936 138,196

未成工事支出金 2,182,871 2,000,227

不動産事業支出金 2,837,269 3,555,080

材料貯蔵品 253,921 249,378

繰延税金資産 1,261,251 1,409,186

短期貸付金 2,343 1,302,293

その他 313,970 1,345,877

流動資産合計 33,632,665 25,061,100

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,662,070 4,782,831

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 274,268 393,971

建設仮勘定 4,205 189,005

土地 11,198,145 12,217,969

リース資産（純額） 27,669 24,831

有形固定資産合計 14,166,358 17,608,609

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 205,102 196,156

無形固定資産合計 223,285 214,339

投資その他の資産   

投資有価証券 3,790,411 3,375,109

長期貸付金 1,329,583 28,333

繰延税金資産 － 58,403

その他 366,263 360,623

貸倒引当金 △18,402 △18,402

投資その他の資産合計 5,467,855 3,804,067

固定資産合計 19,857,499 21,627,015

資産合計 53,490,165 46,688,116
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 17,511,804 13,316,219

短期借入金 11,323,000 11,216,000

未成工事受入金 2,713,847 3,156,064

完成工事補償引当金 187,816 157,405

工事損失引当金 204,549 492,188

その他 2,636,506 724,213

流動負債合計 34,577,524 29,062,091

固定負債   

長期借入金 2,352,000 1,888,000

退職給付引当金 2,993,983 3,104,503

再評価に係る繰延税金負債 830,263 830,263

繰延税金負債 1,153,171 936,070

その他 287,201 498,653

固定負債合計 7,616,620 7,257,491

負債合計 42,194,144 36,319,582

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 7,847,026 7,227,074

自己株式 △2,533 △2,554

株主資本合計 10,492,339 9,872,367

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 237,753 △69,760

土地再評価差額金 565,926 565,926

その他の包括利益累計額合計 803,680 496,166

純資産合計 11,296,020 10,368,533

負債純資産合計 53,490,165 46,688,116
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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：千円）

前第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) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 9,879,146 9,543,535

兼業事業売上高 289,150 246,603

売上高合計 10,168,297 9,790,139

売上原価   

完成工事原価 8,531,054 9,439,025

兼業事業売上原価 153,706 114,602

売上原価合計 8,684,761 9,553,627

売上総利益   

完成工事総利益 1,348,091 104,510

兼業事業総利益 135,444 132,001

売上総利益合計 1,483,535 236,511

販売費及び一般管理費 1,041,131 1,020,987

営業利益又は営業損失（△） 442,404 △784,475

営業外収益   

受取利息 1,520 9,854

受取配当金 4,416 1,274

持分法による投資利益 4,278 －

雑収入 13,967 3,791

営業外収益合計 24,184 14,920

営業外費用   

支払利息 40,546 37,251

営業外費用合計 40,546 37,251

経常利益又は経常損失（△） 426,042 △806,806

特別利益   

固定資産売却益 21,486 －

償却債権取立益 － 26

その他 3,085 50

特別利益合計 24,571 76

特別損失   

固定資産売却損 28 －

固定資産除却損 194 1,972

投資有価証券評価損 － 64,922

その他 196 1,470

特別損失合計 418 68,366

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（△）

450,195 △875,096

法人税、住民税及び事業税 28,589 16,370

法人税等調整額 99,423 △380,065

法人税等合計 128,013 △363,695

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（△）

322,182 △511,400

四半期純利益又は四半期純損失（△） 322,182 △511,400
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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：千円）

前第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) 

当第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) 

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（△）

322,182 △511,400

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △223,851 △307,514

その他の包括利益合計 △223,851 △307,514

四半期包括利益 98,330 △818,915

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,330 △818,915
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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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生産、受注及び販売の状況 

受注実績（連結） 

  
受注実績（個別） 

  
売上実績（連結） 

  
売上実績（個別） 

  

５．補足情報

区分 

前第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） 

当第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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  8,220  75.4  5,757  80.7  △30.0

土木事業  2,682  24.6  1,376  19.3  △48.7

合計  10,902  100.0  7,133  100.0  △34.6

区分 

前第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  7,970  75.2  5,570  80.8  △30.1

土木事業  2,631  24.8  1,323  19.2  △49.7

合計  10,602  100.0  6,894  100.0  △35.0

区分 

前第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） 

当第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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  5,944  58.5  7,466  76.3  25.6

土木事業  3,935  38.7  2,076  21.2  △47.2

建設事業計  9,879  97.2  9,543  97.5  △3.4

不動産事業  289  2.8  246  2.5  △14.7

合計  10,168  100.0  9,790  100.0  △3.7

区分 

前第１四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  5,677  58.9  7,186  75.9  26.6

土木事業  3,669  38.1  2,036  21.5  △44.5

建設事業計  9,346  97.0  9,222  97.4  △1.3

不動産事業  293  3.0  246  2.6  △15.9

合計  9,640  100.0  9,469  100.0  △1.8
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手持工事高（個別） 

（注）１．当社グループでは、建築事業・土木事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

３．上記の金額には、消費税は含んでおりません。 

区分 

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  30,252  67.8  31,407  76.9  3.8

土木事業  14,392  32.2  9,442  23.1  △34.4

合計  44,644  100.0  40,849  100.0  △8.5
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