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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 662 △16.3 △80 ― △81 ― △48 ―
23年3月期第1四半期 792 △9.3 △31 ― △29 ― △15 ―

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 △14.05 ―
23年3月期第1四半期 △4.49 ―

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 2,717 1,378 50.7
23年3月期 2,914 1,444 49.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,378百万円 23年3月期  1,444百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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  ：  有   

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) 1,412 △8.8 △131 ― △132 ― △81 ― △23.70
通期 4,041 13.9 96 128.6 96 84.6 50 19.0 14.63



(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 3,420,000 株 23年3月期 3,420,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,730 株 23年3月期 2,730 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,417,270 株 23年3月期1Q 3,418,248 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
く四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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.（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第１四半期累計期間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、被災地での直接被害に加え、電力の供給制約や消費の減退などから経済活動は急激に落ち込み、そ

の後震災被害を受けたサプライチェーンの復旧が急速に進んだものの、景気は厳しい状況で推移いたし

ました。 

建設業界におきましては、震災の復旧・復興に対する政府方針の不明瞭さによる従来予算や補正予算

の執行の遅れなどから公共工事は停滞し、また震災により民間設備投資も抑制されるなど、引続き厳し

い経営環境が続きました。 

このような状況の下、当社は営業展開の強化や工事原価低減に取組み、受注量の獲得と利益の確保に

注力してまいりました。 

しかしながら、当第１四半期累計期間の業績は、地盤改良工事の受注は順調でしたが、見込んでいた

一部大型工事の発注の遅れなどから気泡コンクリート工事の受注高が伸びず、全体の工事受注高は663

百万円（前年同四半期比16.1％減）となり、売上高も前事業年度からの繰越工事が少なかったこともあ

り662百万円（前年同四半期比16.3％減）となりました。 

各段階の損益につきましては、売上高の絶対額不足から営業損失80百万円（前年同四半期は営業損失

31百万円）、経常損失81百万円（前年同四半期は経常損失29百万円）、四半期純損失48百万円（前年同

四半期は四半期純損失15百万円）となりました。 

なお、当社の主たる事業である建設業の特徴として、完成工事の割合が第４四半期会計期間に偏ると

いう傾向があります。 

  

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ197百万円減少し2,717百万円とな

りました。その主な要因としましては、受取手形が36百万円増加しましたが、現金預金が130百万円、

完成工事未収入金が109百万円減少したことなどによる流動資産の減少によるものであります。 

負債合計は、前事業年度末に比べ131百万円減少し1,338百万円となりました。その主な要因としまし

ては、短期借入金が64百万円、賞与引当金が20百万円増加しましたが、支払手形が125百万円、工事未

払金が71百万円減少したことなどによる流動負債の減少によるものであります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ65百万円減少し1,378百万円となりました。その主な要因としま

しては、配当金の支払や当第１四半期累計期間に四半期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減

少したことなどによるものであります。 

  

平成24年３月期第２四半期累計期間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

た予想数値を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

なお、平成24年３月期通期業績予想につきましては、現時点において変更はございません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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 403,339 272,436

受取手形 338,508 374,599

完成工事未収入金 589,870 480,114

売掛金 8,722 2,740

未成工事支出金 15,592 18,488

原材料及び貯蔵品 31,126 23,751

前払費用 13,321 11,537

繰延税金資産 17,217 49,312

その他 6,827 6,581

貸倒引当金 △15,685 △20,065

流動資産合計 1,408,841 1,219,498

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 61,092 59,923

構築物（純額） 504 444

機械及び装置（純額） 64,817 59,044

車両運搬具（純額） 494 403

工具、器具及び備品（純額） 9,723 9,953

土地 1,122,839 1,122,839

リース資産（純額） 3,401 3,132

有形固定資産合計 1,262,873 1,255,740

無形固定資産

ソフトウエア 1,870 1,796

リース資産 21,596 19,796

電話加入権 2,350 2,350

無形固定資産合計 25,816 23,943

投資その他の資産

投資有価証券 18,332 17,779

関係会社出資金 36,668 36,668

破産更生債権等 7,243 7,192

長期前払費用 2,847 2,945

繰延税金資産 69,859 72,452

敷金 15,896 15,229

ゴルフ会員権 92,055 92,055

貸倒引当金 △27,208 △27,157

投資その他の資産合計 215,694 217,166

固定資産合計 1,504,384 1,496,850

繰延資産

社債発行費 1,513 1,359

繰延資産合計 1,513 1,359

資産合計 2,914,739 2,717,708
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（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 697,124 571,145

工事未払金 282,899 211,194

買掛金 1,798 －

短期借入金 16,000 80,000

1年内償還予定の社債 54,000 54,000

リース債務 8,686 8,686

未払金 47,816 60,265

未払費用 3,808 6,852

未払法人税等 21,212 1,621

未払消費税等 2,364 6,861

未成工事受入金 9,356 720

賞与引当金 27,879 48,663

完成工事補償引当金 3,521 3,390

その他 1,576 3,408

流動負債合計 1,178,044 1,056,809

固定負債

社債 72,000 62,000

リース債務 17,560 15,389

退職給付引当金 174,020 180,560

役員退職慰労引当金 26,209 21,783

受入保証金 2,494 2,421

固定負債合計 292,284 282,154

負債合計 1,470,328 1,338,963

純資産の部

株主資本

資本金 209,200 209,200

資本剰余金

資本準備金 180,400 180,400

資本剰余金合計 180,400 180,400

利益剰余金

利益準備金 24,050 24,050

その他利益剰余金

別途積立金 985,000 985,000

繰越利益剰余金 54,053 △11,060

利益剰余金合計 1,063,103 997,989

自己株式 △742 △742

株主資本合計 1,451,961 1,386,847

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,550 △8,102

評価・換算差額等合計 △7,550 △8,102

純資産合計 1,444,411 1,378,745

負債純資産合計 2,914,739 2,717,708
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（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)

売上高 792,004 662,989

完成工事高 787,716 656,718

商品売上高 4,288 6,271

売上原価 654,231 582,974

完成工事原価 651,899 578,511

商品売上原価 2,332 4,462

売上総利益 137,772 80,015

完成工事総利益 135,817 78,206

商品売上総利益 1,955 1,809

販売費及び一般管理費 169,516 160,500

営業損失（△） △31,744 △80,484

営業外収益

受取利息 85 21

受取手数料 179 87

受取配当金 8 8

受取技術料 3,899 43

雑収入 318 255

営業外収益合計 4,491 416

営業外費用

支払利息 842 294

支払保証料 716 580

手形売却損 525 275

雑支出 189 162

営業外費用合計 2,274 1,312

経常損失（△） △29,527 △81,380

特別利益

貸倒引当金戻入額 4,533 －

償却債権取立益 857 －

特別利益合計 5,391 －

税引前四半期純損失（△） △24,135 △81,380

法人税、住民税及び事業税 3,300 1,335

法人税等調整額 △12,071 △34,688

法人税等合計 △8,771 △33,352

四半期純損失（△） △15,363 △48,027
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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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（単位：千円、％） 

 
  

（2）完成工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

（3）繰越工事高 

（単位：千円、％） 

 
  

４．補足情報

  受注高、完成工事高及び繰越工事高

(1) 受注高

期 別 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

 （自 平成22年４月１日  （自 平成23年４月１日  （自 平成22年４月１日

  至 平成22年６月30日）   至 平成23年６月30日）   至 平成23年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 652,590 82.6 353,202 53.3 2,155,108 71.5

地盤改良工事 128,220 16.2 302,640 45.6 733,497 24.4

補修工事 9,650 1.2 7,514 1.1 112,752 3.7

その他工事 ― ― ― ― 11,630 0.4

合計 790,461 100.0 663,356 100.0 3,012,988 100.0

期 別 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

 （自 平成22年４月１日  （自 平成23年４月１日  （自 平成22年４月１日

  至 平成22年６月30日）   至 平成23年６月30日）   至 平成23年３月31日）

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 640,623 81.3 428,932 65.3 2,627,766 74.7

地盤改良工事 139,505 17.7 219,684 33.5 768,319 21.8

補修工事 7,587 1.0 8,102 1.2 112,451 3.2

その他工事 ― ― ― ― 11,630 0.3

合計 787,716 100.0 656,718 100.0 3,520,167 100.0

期 別 前第１四半期累計期間末 当第１四半期累計期間末 前事業年度末

 平成22年６月30日 平成23年６月30日  平成23年３月31日

工事別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

気泡コンクリート工事 783,325 94.2 222,970 67.9 298,700 92.9

地盤改良工事 45,786 5.5 105,206 32.1 22,250 6.9

補修工事 2,350 0.3 ― ― 588 0.2

その他工事 ― ― ― ― ― ―

合計 831,462 100.0 328,177 100.0 321,538 100.0
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