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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 8,951 △14.1 △756 ― △856 ― △545 ―
23年3月期第1四半期 10,421 △24.8 △65 ― △206 ― △267 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △596百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △332百万円 （―％）

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1四半期 △12.58 ―
23年3月期第1四半期 △6.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 81,007 26,622 32.9
23年3月期 83,393 27,522 33.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  26,617百万円 23年3月期  27,516百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

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  ：  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) 33,000 1.4 3,000 △22.3 2,750 △22.8 1,400 △25.1 32.26
通期 67,000 8.7 3,950 △10.8 3,400 △10.5 1,600 △16.6 36.86



(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ます。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す。 

※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予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、最終の業績は今後様々な要因によって
予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他

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 44,607,457 株 23年3月期 44,607,457 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,203,474 株 23年3月期 1,203,432 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 43,403,997 株 23年3月期1Q 43,408,723 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我が国の経済は、東日本大震災の影響により企業の生産活動

や個人の消費意欲が大きく低下するなど、厳しい環境で推移してまいりました。期間後半には景気

に上向きの動きも見られましたが、先行きは依然不透明な状況となっております。 

建設業界におきましても、分譲マンションを中心とした住宅投資に一部持ち直しの傾向も見られ

ましたが、その水準は依然として低く、建設投資全体も低調に推移する厳しい市場環境が続きまし

た。 

このような状況の中、当社グループは安定した収益を確保すべく、総力を挙げて経営理念である

差別化戦略を徹底し、事業展開を図ってまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が 百万円（前年同四半期比 %

減）、営業損失が 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）、経常損失が 百万円（前年同四

半期は 百万円の損失）、四半期純損失が 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）となり

ました。 

売上高の区分につきましては、完成工事高が 百万円(前年同四半期比 %減）、内訳は一

般建築工事が 百万円（前年同四半期比 ％増）、耐震補強工事が 百万円（前年同四半

期比 ％減）、土木工事が 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。また、不動

産の売買・賃貸事業、仮設資機材賃貸事業、ゴルフ場経営事業等を内訳とする兼業事業売上高が

百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。 

負債の残高は、支払手形・工事未払金等の減少等により、前連結会計年度末に比べ 百万円

減少の 百万円となりました。 

純資産の残高は、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万

円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月９日に公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想につきましては、変更はあ

りません。 

  

（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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

8,951 14.1

756 65 856

206 545 267

7,616 15.9

3,729 34.4 1,665

42.1 2,221 34.7

1,334 2.5

2,386 81,007

1,485

54,384

900 26,622

２．サマリー情報（その他）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 16,482 16,559

受取手形・完成工事未収入金等 12,946 8,195

未成工事支出金 1,572 3,056

販売用不動産 18,201 18,343

商品及び製品 16 17

材料貯蔵品 223 185

繰延税金資産 454 754

その他 788 1,438

貸倒引当金 △45 △42

流動資産合計 50,641 48,508

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 19,434 19,415

機械、運搬具及び工具器具備品 2,360 2,371

土地 15,709 15,709

リース資産 37 37

建設仮勘定 25 35

減価償却累計額 △10,653 △10,794

有形固定資産合計 26,914 26,775

無形固定資産 302 313

投資その他の資産   

投資有価証券 2,233 2,150

繰延税金資産 1,332 1,369

その他 2,783 2,712

貸倒引当金 △910 △909

投資その他の資産合計 5,439 5,321

固定資産合計 32,657 32,410

繰延資産   

社債発行費 94 88

繰延資産合計 94 88

資産合計 83,393 81,007
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（単位：百万円）

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 8,687 7,732

短期借入金 13,829 14,315

1年内償還予定の社債 140 140

未払法人税等 1,017 48

未成工事受入金 1,432 1,982

完成工事補償引当金 136 131

工事損失引当金 23 21

役員賞与引当金 74 21

その他 1,830 2,348

流動負債合計 27,172 26,740

固定負債   

社債 5,420 5,350

長期借入金 15,606 14,752

退職給付引当金 2,626 2,617

役員退職慰労引当金 635 594

資産除去債務 57 57

再評価に係る繰延税金負債 345 345

その他 4,007 3,926

固定負債合計 28,698 27,643

負債合計 55,870 54,384

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 20,470 19,620

自己株式 △575 △575

株主資本合計 33,947 33,097

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 243 193

土地再評価差額金 △6,674 △6,674

その他の包括利益累計額合計 △6,430 △6,480

少数株主持分 5 4

純資産合計 27,522 26,622

負債純資産合計 83,393 81,007
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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 9,053 7,616

兼業事業売上高 1,368 1,334

売上高合計 10,421 8,951

売上原価   

完成工事原価 7,294 6,629

兼業事業売上原価 1,094 987

売上原価合計 8,388 7,616

売上総利益   

完成工事総利益 1,759 987

兼業事業総利益 274 347

売上総利益合計 2,033 1,334

販売費及び一般管理費 2,098 2,090

営業損失（△） △65 △756

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 20 21

その他 36 20

営業外収益合計 60 44

営業外費用   

支払利息 146 132

その他 55 12

営業外費用合計 201 144

経常損失（△） △206 △856

特別利益   

固定資産売却益 0 1

貸倒引当金戻入額 14 －

負ののれん発生益 12 －

特別利益合計 27 1

特別損失   

固定資産除却損 0 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 34 －

その他 0 －

特別損失合計 34 8

税金等調整前四半期純損失（△） △214 △863

法人税、住民税及び事業税 236 38

法人税等調整額 △183 △354

法人税等合計 53 △316

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △267 △546

少数株主損失（△） － △1

四半期純損失（△） △267 △545
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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損失（△） △267 △546

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △65 △49

その他の包括利益合計 △65 △49

四半期包括利益 △332 △596

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △332 △595

少数株主に係る四半期包括利益 － △1
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該当事項はありません。 

  

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） 

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 

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円を含

んでおります。 

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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） 

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 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円を含んでおります。 

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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）セグメント情報

  （単位：百万円）

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント
不動産 

セグメント
計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損益計算書 
計上額（注）２ 

売上高             

外部顧客への売上高  5,714  3,496  1,210  10,421  －  10,421

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 619  －  116  735  △735  －

計  6,333  3,496  1,326  11,156  △735  10,421

セグメント利益  346  234  33  615  △680  △65

△680 △696

  （単位：百万円）

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント
不動産 

セグメント
計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損益計算書 
計上額（注）２ 

売上高             

外部顧客への売上高  5,396  2,245  1,308  8,951  －  8,951

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 720  2  98  821  △821  －

計  6,117  2,248  1,406  9,772  △821  8,951

セグメント利益又は損

失（△） 
 24  △88  46  △18  △738  △756

△738

△677

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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受注及び販売の状況（連結） 

（１）受注高 

（２）売上高 

（３）次期繰越高 

４．補足情報

  （単位：百万円）

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) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  0  89  88  －

民間  11,588  6,698  △4,890  △42.2

計  11,589  6,787  △4,801  △41.4

土木 
官庁  615  345  △269  △43.9

民間  2,979  1,500  △1,478  △49.6

計  3,594  1,845  △1,748  △48.6

  官庁  615  434  △181  △29.4

  民間  14,568  8,198  △6,369  △43.7

合計  15,183  8,633  △6,550  △43.1

  （単位：百万円）

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) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  0  10  10  －

民間  5,652  5,384  △268  △4.7

計  5,653  5,394  △258  △4.6

土木 
官庁  668  302  △366  △54.7

民間  2,731  1,918  △812  △29.8

計  3,400  2,221  △1,178  △34.7

  官庁  669  313  △355  △53.2

  民間  8,384  7,303  △1,081  △12.9

合計  9,053  7,616  △1,437  △15.9

兼業  1,368  1,334  △33  △2.5

合計  10,421  8,951  △1,470  △14.1

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結会計期間末

(平成22年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成23年６月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  －  78  78  －

民間  40,776  39,795  △981  △2.4

計  40,776  39,873  △902  △2.2

土木 
官庁  1,292  1,017  △275  △21.3

民間  7,600  5,653  △1,946  △25.6

計  8,893  6,671  △2,222  △25.0

  官庁  1,292  1,095  △197  △15.2

  民間  48,377  45,449  △2,927  △6.1

合計  49,669  46,544  △3,125  △6.3
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