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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 24,763 △3.1 △125 ― △137 ― △382 ―

23年3月期第1四半期 25,567 27.2 317 ― 286 ― 184 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △484百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △140百万円 （―％）

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 △11.14 ―

23年3月期第1四半期 5.36 ―

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 65,289 11,223 16.7
23年3月期 65,231 11,914 17.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,914百万円 23年3月期  11,607百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

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) 53,000 △9.6 300 △71.3 300 △68.4 100 △88.5 2.91
通期 115,000 △4.4 1,300 △7.5 1,200 △11.9 800 25.2 23.26



(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。 
 なお、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を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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 34,498,097 株 23年3月期 34,498,097 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 108,795 株 23年3月期 108,529 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 34,389,369 株 23年3月期1Q 34,393,690 株
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当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は、建設事業244億41百万円(前年同四

半期比3.1％減)に不動産事業他３億22百万円(前年同四半期比6.1％減)をあわせ、247億63百万円(前年同

四半期比3.1％減)となりました。 

損益面におきましては、営業損失は１億25百万円(前年同四半期 営業利益３億17百万円)、経常損失は

１億37百万円(前年同四半期 経常利益２億86百万円)、四半期純損失は３億82百万円(前年同四半期  四半

期純利益１億84百万円)となりました。 

  

  

  

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ57百万円増加し、652億89百万円

となりました。これは、「現金預金」が12億74百万円減少しましたが、「受取手形・完成工事未収入金

等」が11億２百万円及び「未成工事支出金」が５億66百万円それぞれ増加したことなどによるものであり

ます。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ７億48百万円増加し、540億65百万円となりました。これは、

「支払手形・工事未払金等」が４億３百万円及び「借入金」が５億19百万円それぞれ増加したことなどに

よるものであります。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ６億90百万円減少し、112億23百万円となりました。これは、

剰余金の配当２億６百万円の支払い及び四半期純損失３億82百万円を計上したことなどによるものであり

ます。 

  

  

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、本資料の発表時現在において平成23年５月13日発表の

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 20,406 19,131

受取手形・完成工事未収入金等 19,771 20,873

未成工事支出金 2,631 3,197

その他のたな卸資産 735 741

繰延税金資産 492 402

その他 1,768 1,508

貸倒引当金 △254 △278

流動資産合計 45,551 45,577

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,341 4,291

土地 11,010 10,999

その他（純額） 271 271

有形固定資産合計 15,623 15,562

無形固定資産 127 126

投資その他の資産

投資有価証券 2,362 2,334

繰延税金資産 845 931

その他 928 963

貸倒引当金 △207 △206

投資その他の資産合計 3,929 4,022

固定資産合計 19,680 19,711

資産合計 65,231 65,289
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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 36,270 36,674

1年内償還予定の社債 560 560

短期借入金 3,755 4,355

未払法人税等 139 118

未成工事受入金 4,578 4,638

工事損失引当金 1,022 924

引当金 495 373

その他 945 932

流動負債合計 47,768 48,577

固定負債

社債 560 560

長期借入金 3,031 2,950

繰延税金負債 147 149

退職給付引当金 847 877

負ののれん 114 100

その他 848 851

固定負債合計 5,548 5,488

負債合計 53,317 54,065

純資産の部

株主資本

資本金 5,061 5,061

資本剰余金 1,400 1,400

利益剰余金 7,192 6,603

自己株式 △27 △27

株主資本合計 13,626 13,037

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 96 84

為替換算調整勘定 △2,116 △2,207

その他の包括利益累計額合計 △2,019 △2,122

少数株主持分 307 308

純資産合計 11,914 11,223

負債純資産合計 65,231 65,289
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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 25,567 24,763

売上原価 23,882 23,585

売上総利益 1,685 1,177

販売費及び一般管理費 1,367 1,303

営業利益又は営業損失（△） 317 △125

営業外収益

受取利息 15 19

受取配当金 17 16

負ののれん償却額 14 14

その他 5 2

営業外収益合計 52 52

営業外費用

支払利息 49 39

為替差損 24 20

その他 10 4

営業外費用合計 83 64

経常利益又は経常損失（△） 286 △137

特別利益

貸倒引当金戻入額 13 0

その他 4 －

特別利益合計 17 0

特別損失

固定資産除却損 3 4

災害による損失 － 127

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 24 －

その他 9 6

特別損失合計 38 138

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（△）

265 △276

法人税、住民税及び事業税 67 80

法人税等調整額 14 10

法人税等合計 81 90

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（△）

184 △366

少数株主利益 0 16

四半期純利益又は四半期純損失（△） 184 △382
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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（△）

184 △366

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △93 △12

為替換算調整勘定 △231 △105

その他の包括利益合計 △324 △117

四半期包括利益 △140 △484

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △121 △485

少数株主に係る四半期包括利益 △18 1
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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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   なお、参考のため提出会社の建設事業の状況は次のとおりである。 

４．補足情報

 連結業績の建設事業の受注高、売上高、繰越高

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

比較増減自 平成22年４月１日 自 平成23年４月１日

至 平成22年６月30日 至 平成23年６月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %
受 国内 18,491 93.0 15,099 71.2 △3,391 △18.3

注 海外 1,399 7.0 6,117 28.8 4,717 337.1

高 合計 19,890 100.0 21,217 100.0 1,326 6.7

売 国内 18,942 75.1 15,379 62.9 △3,562 △18.8

上 海外 6,281 24.9 9,061 37.1 2,780 44.3

高 合計 25,223 100.0 24,441 100.0 △782 △3.1

繰 国内 102,056 78.8 77,992 69.5 △24,064 △23.6

越 海外 27,461 21.2 34,263 30.5 6,801 24.8

高 合計 129,517 100.0 112,255 100.0 △17,262 △13.3

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

比較増減自 平成22年４月１日 自 平成23年４月１日

至 平成22年６月30日 至 平成23年６月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %

建築

官公庁 1,449 7.8 584 3.9 △864 △59.6
受 民間 17,129 92.2 14,597 95.7 △2,532 △14.8

計 18,578 100.0 15,182 99.6 △3,396 △18.3

土木

官公庁 4 0.0 67 0.4 63 －
注 民間 － － － － － －

計 4 0.0 67 0.4 63 －

合計

官公庁 1,453 7.8 652 4.3 △800 △55.1
高 民間 17,129 92.2 14,597 95.7 △2,532 △14.8

計 18,583 100.0 15,249 100.0 △3,333 △17.9

建築

官公庁 4,272 22.4 1,843 11.8 △2,429 △56.9

売 民間 14,560 76.2 13,629 87.6 △931 △6.4

計 18,833 98.6 15,472 99.4 △3,361 △17.8

土木

官公庁 233 1.2 93 0.6 △140 △60.2

上 民間 42 0.2 － － △42 △100.0

計 276 1.4 93 0.6 △183 △66.3

合計

官公庁 4,506 23.6 1,936 12.4 △2,570 △57.0

高 民間 14,603 76.4 13,629 87.6 △973 △6.7

計 19,110 100.0 15,565 100.0 △3,544 △18.5

建築

官公庁 25,190 24.6 11,609 14.7 △13,580 △53.9

繰 民間 77,323 75.3 66,996 85.0 △10,326 △13.4

計 102,513 99.9 78,606 99.7 △23,906 △23.3

土木

官公庁 139 0.1 202 0.3 63 45.3

越 民間 8 0.0 － － △8 △100.0

計 148 0.1 202 0.3 54 36.7

合計

官公庁 25,329 24.7 11,812 15.0 △13,517 △53.4

高 民間 77,332 75.3 66,996 85.0 △10,335 △13.4

計 102,661 100.0 78,809 100.0 △23,852 △23.2
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