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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,905 △20.5 △64 ― △19 ― △24 ―
23年3月期第1四半期 3,653 △42.3 290 31.1 345 38.4 235 △3.8

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 △1.08 ―
23年3月期第1四半期 10.68 ―

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 22,024 16,545 75.1
23年3月期 24,508 16,722 68.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  16,545百万円 23年3月期  16,722百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 7,000 △9.6 100 △71.6 150 △64.2 150 △45.6 6.80
通期 17,000 2.8 400 △47.3 500 △41.4 500 △32.7 22.67



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 22,375,865 株 23年3月期 22,375,865 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 324,954 株 23年3月期 324,201 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,051,433 株 23年3月期1Q 22,054,975 株

※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。業績予想に関する事項は添付資料２ページをご参照ください。 
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（１）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、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により深刻な打撃を受け

たことで、回復の動きが一時途絶えましたが、足元では緩やかに持ち直しの動きがみられています。しかしなが

ら、原子力発電所停止による全国的な電力供給問題もあり、先行きは全く不透明なまま推移いたしました。 

当業界におきましては、橋梁事業は発注量の減少が続く中で、当第１四半期中に受注が確定する量はきわめて少

なく、受注量の確保が厳しい状況が続きました。鉄構事業では、東日本大震災後の新規投資は足踏み状態が続き、

復興に向けての盛り上がりにも欠け、発注量は低迷したまま推移いたしました。 

このような状況のもとで、当社は年度方針を「総合力による受注の確保」「創意工夫による具体的行動」「安全

の徹底と品質の確保」「新規分野の開拓」と定め、平成23年３月期の経営成績を上回ることを目標に、全社一丸と

なっての取り組みを始めました。 

しかしながら、売上高が2,905百万円（前年同四半期比20.5％減）と減少したことで、営業損失64百万円（前年同

四半期は営業利益290百万円）、経常損失19百万円（前年同四半期は経常利益345百万円）、四半期純損失24百万円

（前年同四半期は四半期純利益235百万円）とわずかながら赤字決算となりました。 

また受注状況につきましては、橋梁の受注確定が７月にずれ込んだことで、当第１四半期累計期間の受注高は前

年同四半期比で大幅に減少する結果となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産は、22,024百万円で前事業年度末比2,483百万円の減少となりました。その主な

要因は受取手形・完成工事未収入金の減少と現金預金の増加によるものであります。負債は、前事業年度末比2,307

百万円減少し、5,479百万円となりました。主な要因は短期借入金の減少によるものであります。純資産は利益剰余

金とその他有価証券評価差額金の減少により、前事業年度末比176百万円減少し、16,545百万円となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

（１）四半期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。  

  

（２）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

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,520,105 3,495,500

受取手形・完成工事未収入金 8,361,925 5,125,304

有価証券 496,189 492,900

未成工事支出金 140,815 406,312

材料貯蔵品 4,432 4,432

その他 324,037 64,945

貸倒引当金 △26,190 △16,790

流動資産合計 11,821,315 9,572,605

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,320,438 4,320,438

減価償却累計額 △2,997,986 △3,019,337

建物・構築物（純額） 1,322,452 1,301,100

機械・運搬具 3,550,416 3,557,231

減価償却累計額 △3,084,143 △3,104,856

機械・運搬具（純額） 466,272 452,374

土地 5,641,056 5,641,056

その他 869,651 866,188

減価償却累計額 △808,507 △805,284

その他（純額） 61,143 60,904

有形固定資産合計 7,490,924 7,455,436

無形固定資産   

ソフトウエア 89,866 82,407

その他 9,092 9,081

無形固定資産合計 98,958 91,488

投資その他の資産   

投資有価証券 4,261,390 4,070,056

従業員に対する長期貸付金 91,779 89,474

その他 855,992 859,186

貸倒引当金 △111,957 △113,385

投資その他の資産合計 5,097,203 4,905,331

固定資産合計 12,687,087 12,452,257

資産合計 24,508,403 22,024,862



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 3,365,706 2,975,518

短期借入金 2,700,000 800,000

未払法人税等 33,320 12,576

未成工事受入金 427,850 529,472

賞与引当金 137,840 56,008

工事損失引当金 841,180 764,908

その他 92,183 163,802

流動負債合計 7,598,081 5,302,286

固定負債   

退職給付引当金 163,400 151,882

その他 24,873 24,873

固定負債合計 188,273 176,755

負債合計 7,786,355 5,479,042

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,706

利益剰余金 7,071,018 7,002,888

自己株式 △139,393 △139,544

株主資本合計 16,719,042 16,650,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,005 △104,942

評価・換算差額等合計 3,005 △104,942

純資産合計 16,722,048 16,545,819

負債純資産合計 24,508,403 22,024,862



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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) 

完成工事高 3,653,649 2,905,508

完成工事原価 3,072,930 2,680,695

完成工事総利益 580,719 224,812

販売費及び一般管理費 290,112 289,715

営業利益又は営業損失（△） 290,606 △64,903

営業外収益   

受取利息 7,436 8,783

受取配当金 28,978 31,317

その他 30,152 25,893

営業外収益合計 66,567 65,994

営業外費用   

支払利息 8,160 4,808

和解金 － 10,806

その他 3,499 4,882

営業外費用合計 11,660 20,498

経常利益又は経常損失（△） 345,514 △19,406

特別損失   

投資有価証券評価損 105,122 －

特別損失合計 105,122 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 240,391 △19,406

法人税、住民税及び事業税 4,710 4,620

法人税等合計 4,710 4,620

四半期純利益又は四半期純損失（△） 235,681 △24,026



（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

売上及び受注の状況

売 上 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 2,531 69.3 1,659 57.1 11,321 68.4

鉄 構 1,121 30.7 1,245 42.9 5,221 31.6

3,653 100.0 2,905 100.0 16,543 100.0

受 注 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 114 5.4 60 35.8 8,108 54.5

鉄 構 2,023 94.6 107 64.2 6,777 45.5

2,137 100.0 167 100.0 14,886 100.0

受 注 残 高

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 11,956 70.0 9,561 67.3 11,160 65.9

鉄 構 5,128 30.0 4,644 32.7 5,782 34.1

17,084 100.0 14,205 100.0 16,943 100.0

期  別 

(平成23年3月31日現在）

前事業年度末

(22.4.1～22.6.30） (23.4.1～23.6.30） (22.4.1～23.3.31）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度

(22.4.1～23.3.31）

４．補足情報

前事業年度

計

期  別 前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

(平成22年6月30日現在） (平成23年6月30日現在）

計

計

期  別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

(22.4.1～22.6.30） (23.4.1～23.6.30）
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