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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 5,855 11.0 221 ― 296 ― 170 ―

23年3月期第1四半期 5,275 △16.1 △322 ― △256 ― △148 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 152百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △191百万円 （―％）

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 4.67 ―

23年3月期第1四半期 △4.09 ―

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 36,023 23,113 64.2
23年3月期 36,025 23,253 64.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  23,113百万円 23年3月期  23,253百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 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、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  
 １株当たり予想当期純利益については、平成23年３月期第１四半期期中平均株式数36,436,003株により算出しております。 

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) 10,400 △0.1 △450 ― △420 ― △270 ― △7.41

通期 24,000 5.3 290 ― 350 ― 150 ― 4.12



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について 
は、【添付資料】２ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

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 40,000,000 株 23年3月期 40,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,563,997 株 23年3月期 3,563,897 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 36,436,003 株 23年3月期1Q 36,443,440 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、東日本大震災の影響により、生産及び輸出を中心に下押し圧力が続

いておりましたが、原材料・部品等の調達など供給面の制約が和らぎ、一部に持ち直しの動きもみられておりま

す。しかしながら、福島原発事故による電力供給問題及び風評被害など懸念事項が多く、先行きの不透明感は払拭

されないまま推移いたしました。 

当社グループが属する建設業界におきましては、下げ止まりを見せていた設備投資及び住宅建設に、東日本大震

災の影響から着工・建設遅延等の動きが見受けられました。また、一部に緊急の震災復旧需要が見られたものの、

公共投資は依然として低調に推移しております。 

このような環境の下、当社グループは受注の確保に注力し、工事及び加工においては、質と生産性の向上に取り

組んでまいりました。また、東日本大震災の津波被害により操業停止に見舞われておりました仙台工場につきまし

ては、早期の復旧を緊急重要課題とし対応を進め、４月中旬からの部分操業を経て５月30日より通常操業を開始し

ております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は58億55百万円（前年同四半期比11.0％増）、連結営業利

益は２億21百万円（前年同四半期は連結営業損失３億22百万円）、連結経常利益は２億96百万円（前年同四半期は

連結経常損失２億56百万円）、連結四半期純利益は１億70百万円（前年同四半期は連結四半期純損失１億48百万

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１四半期連結会計期間末の総資産は360億23百万円となりました。前連結会計年度末と比較して、現金及び

預金が３億45百万円の増加、資材在庫を抑えたことにより建設資材が３億19百万円減少しました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は129億10百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億37百万円の

増加となりました。その主な要因は、災害損失引当金等の流動負債引当金が79百万円減少した反面、未払金等の流

動負債その他科目が２億57百万円増加したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は231億13百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億39百万円

の減少となりました。その主な要因は、減少要因となる第63回定時株主総会決議による配当金２億91百万円と増加

要因となる連結四半期純利益１億70百万円によるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.3ポイント下降し、64.2％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

建設需要が低調であることに加えて、東日本大震災の復興計画が依然として不透明な状況であることなどを鑑み

て、平成23年５月13日発表の平成24年３月期の連結業績予想は変更しておりません。なお、今後の情報収集等によ

り見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。  
 
  
（注）本資料に掲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。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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   

現金及び預金 4,043 4,388

受取手形及び売掛金 10,059 10,146

商品 153 165

建設資材 12,375 12,055

未成工事支出金 28 32

貯蔵品 51 54

その他 480 363

貸倒引当金 △336 △303

流動資産合計 26,855 26,904

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,583 4,214

その他（純額） 1,887 1,787

有形固定資産合計 6,470 6,002

無形固定資産 29 26

投資その他の資産   

その他（純額） 2,766 3,190

貸倒引当金 △98 △98

投資その他の資産合計 2,668 3,091

固定資産合計 9,169 9,119

資産合計 36,025 36,023

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,199 6,151

短期借入金 5,180 5,180

未払法人税等 31 27

引当金 256 176

その他 668 925

流動負債合計 12,336 12,461

固定負債   

引当金 188 185

その他 247 263

固定負債合計 435 448

負債合計 12,772 12,910
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,626 3,626

資本剰余金 5,205 5,205

利益剰余金 15,210 15,089

自己株式 △796 △796

株主資本合計 23,245 23,124

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 △10

その他の包括利益累計額合計 7 △10

純資産合計 23,253 23,113

負債純資産合計 36,025 36,023
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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 5,275 5,855

売上原価 4,498 4,626

売上総利益 777 1,228

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 459 431

賞与引当金繰入額 65 62

役員賞与引当金繰入額 2 －

退職給付費用 61 57

その他 511 455

販売費及び一般管理費合計 1,100 1,007

営業利益又は営業損失（△） △322 221

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 1

貸倒引当金戻入額 － 33

受取地代家賃 30 30

債務勘定整理益 9 21

投資有価証券割当益 32 －

その他 8 8

営業外収益合計 84 96

営業外費用   

支払利息 11 10

その他 6 11

営業外費用合計 17 21

経常利益又は経常損失（△） △256 296

特別利益   

固定資産売却益 12 －

特別利益合計 12 －

特別損失   

災害による損失 － 18

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8 －

特別損失合計 8 18

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（△）

△251 278

法人税、住民税及び事業税 7 18

法人税等還付税額 － △34

法人税等調整額 △110 124

法人税等合計 △102 107

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（△）

△148 170

四半期純利益又は四半期純損失（△） △148 170
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△148 170

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42 △17

その他の包括利益合計 △42 △17

四半期包括利益 △191 152

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △191 152
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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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