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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 1,351 △49.5 △25 ― △9 ― △8 ―
23年3月期第1四半期 2,678 38.4 92 101.5 112 81.6 61 98.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △17百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 30百万円 （―％）

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 △1.21 ―
23年3月期第1四半期 8.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 6,498 3,694 56.9 503.27
23年3月期 7,549 3,763 49.8 512.59
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,694百万円 23年3月期  3,763百万円

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 ― 7.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

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) 4,325 △8.5 25 △82.3 45 △74.2 15 △84.1 2.04
通期 9,250 △11.9 105 △60.0 140 △58.0 65 △63.5 8.85



(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、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
四半期連結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、四半期
決算短信【添付資料】２ページ「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 7,500,000 株 23年3月期 7,500,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 158,493 株 23年3月期 158,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,341,507 株 23年3月期1Q 7,341,507 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（６）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  8

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  9

 生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………………  9



（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経済は、東日本大震災以降のサプライチェーンの立て直しが進む一

方、電力供給の制約や原油高の影響に加え、海外経済の回復が緩やかであったことから、大変不透明な状況にあり

ました。 

 建設業界におきましては、被災地域においては復興事業の需要が旺盛ですが、国内全体の設備投資意欲は低迷を

続けており、一方で、一部資材の不足・価格高騰が表面化してまいりました。また、運輸業界におきましても燃料

価格が上昇しており、経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況の下で、当企業グループは、主力たる建設事業の受注獲得に全力を注ぎました結果、当第１四半

期連結累計期間の建設事業の受注高は、官公庁工事の冷え込みが続く中、前年同期比１億33百万円減の21億96百万

円となり、通期受注計画85億円に対する進捗率は25.8％となっております。  

 売上高につきましては、運輸事業の売上高は微減にとどまりましたが、建設事業は期首繰越工事高が前期比大幅

に減少したため、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比13億26百万円減少の13億51百万円となりまし

た。  

 一方、利益につきましては建設事業・運輸事業の減収を受け、当第１四半期連結累計期間の営業損失は25百万円

で前年同期比１億17百万円の減益、経常損失は９百万円で前年同期比１億22百万円の減益となりました。また、四

半期純損失については８百万円と前年同期に比べて70百万円の減益となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は45億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億54百万円減

少いたしました。これは主に現金預金が14億77百万円増加する一方、受取手形・完成工事未収入金等が24億18百万

円減少したことによるものであります。固定資産は19億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ３百万円増加い

たしました。 

 この結果、総資産は、64億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億51百万円減少いたしました。  

  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は24億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億90百万円減

少いたしました。これは主に支払手形・工事未払金等が９億56百万円減少したことによるものであります。固定負

債は３億７百万円となり、前連結会計年度末に比べ７百万円増加いたしました。これは主に退職給付引当金が６百

万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、28億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億83百万円減少いたしました。  

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は36億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円減少

いたしました。これは主に利益剰余金の減少60百万円及びその他有価証券評価差額金の減少８百万円によるもので

あります。 

 この結果、自己資本比率は56.9％（前連結会計年度末は49.8％）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６日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売  上  高 セグメント利益又はセグメント損失（△） 

・建設事業 12億89百万円（前年同期比 ％減） 50.7 △32百万円 （前年同期は 80百万円の利益）

・運輸事業 61百万円（前年同期比  ％減） 4.2 ６百万円 （前年同期比 ％減）45.1



  

（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）追加情報 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,771,072 3,248,507

受取手形・完成工事未収入金等 3,595,047 1,176,250

未成工事支出金 118,515 50,415

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 1,866 1,783

繰延税金資産 59,638 60,711

その他 89,216 43,033

貸倒引当金 △64,300 △64,280

流動資産合計 5,571,459 4,516,825

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 375,167 378,667

機械、運搬具及び工具器具備品 246,069 251,009

土地 716,707 716,707

減価償却累計額 △501,115 △507,299

有形固定資産合計 836,828 839,084

無形固定資産 8,389 12,009

投資その他の資産   

投資有価証券 983,324 974,257

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 83,517 89,497

その他 42,500 43,015

貸倒引当金 △45,900 △46,050

投資その他の資産合計 1,132,842 1,130,120

固定資産合計 1,978,060 1,981,214

資産合計 7,549,520 6,498,039



（単位：千円）

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 3,152,007 2,195,602

未払法人税等 118,562 3,873

未成工事受入金 55,444 148,702

完成工事補償引当金 9,000 9,000

工事損失引当金 48,000 42,300

賞与引当金 38,600 21,300

その他 64,827 75,031

流動負債合計 3,486,442 2,495,809

固定負債   

退職給付引当金 200,938 207,188

役員退職慰労引当金 98,527 99,855

その他 460 460

固定負債合計 299,925 307,504

負債合計 3,786,368 2,803,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,588,062 2,527,824

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,737,470 3,677,231

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,681 17,493

その他の包括利益累計額合計 25,681 17,493

純資産合計 3,763,151 3,694,725

負債純資産合計 7,549,520 6,498,039



（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：千円）

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 2,678,022 1,351,077

売上原価 2,467,208 1,258,925

売上総利益 210,813 92,151

販売費及び一般管理費 118,710 117,890

営業利益又は営業損失（△） 92,103 △25,739

営業外収益   

受取利息 3,758 4,821

受取配当金 3,767 4,008

受取賃貸料 11,802 5,234

その他 3,145 2,927

営業外収益合計 22,473 16,991

営業外費用   

賃貸費用 2,146 1,016

その他 295 102

営業外費用合計 2,441 1,118

経常利益又は経常損失（△） 112,134 △9,865

特別損失   

会員権評価損 300 －

貸倒引当金繰入額 1,400 150

特別損失合計 1,700 150

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（△）

110,434 △10,015

法人税、住民税及び事業税 40,079 2,817

法人税等調整額 9,190 △3,985

法人税等合計 49,269 △1,168

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（△）

61,164 △8,847

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61,164 △8,847



（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：千円）

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（△）

61,164 △8,847

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,619 △8,188

その他の包括利益合計 △30,619 △8,188

四半期包括利益 30,545 △17,036

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,545 △17,036

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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）  

該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 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）セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しておりま

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）  

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  建設事業 運輸事業 
合 計 
（注） 

売上高       

(1）外部顧客への売上高  2,613,670  64,352  2,678,022

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  2,613,670  64,352  2,678,022

セグメント利益  80,049  12,054  92,103

  （単位：千円）

  建設事業 運輸事業 
合 計 
（注） 

売上高       

(1）外部顧客への売上高  1,289,448  61,628  1,351,077

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  1,289,448  61,628  1,351,077

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 △32,356  6,617  △25,739

（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



生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                    （単位：千円、％）

（注）平成23年３月期土木工事の官公庁の欄については、当該連結会計年度以前に受注した工事で、契約の変更により

請負金額が減額になった工事が含まれております。 
  

② 売上高                                    （単位：千円、％）

  
③ 次期繰越高                                  （単位：千円、％）

４．補足情報

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成23年３月期 

    第１四半期）

当第１四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成23年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  35,685  1.5  647,225  29.4  611,540  －  55,544  0.7

 民  間  2,226,613  95.6  1,400,339  63.8  △826,274  △37.1  7,832,721  90.5

   計  2,262,298  97.1  2,047,564  93.2  △214,734  △9.5  7,888,265  91.2

 土 

 木 

 官公庁  270  0.0  99,700  4.6  99,430  －  △94,013  △1.1

 民  間  67,615  2.9  49,150  2.2  △18,465  △27.3  859,224  9.9

   計  67,885  2.9  148,850  6.8  80,964  119.3  765,211  8.8

 計 

 官公庁  35,955  1.5  746,925  34.0  710,970  －  △38,469  △0.4

 民  間  2,294,229  98.5  1,449,490  66.0  △844,739  △36.8  8,691,946  100.4

   計  2,330,184  100.0  2,196,415  100.0  △133,769  △5.7  8,653,477  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成23年３月期 

    第１四半期）

当第１四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成23年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  540  0.0  405  0.0  △135  △25.0  55,544  0.5

 民  間  1,827,148  68.2  1,238,827  91.7  △588,321  △32.2  7,468,381  71.2

   計  1,827,688  68.2  1,239,232  91.7  △588,456  △32.2  7,523,925  71.7

 土 

 木 

 官公庁  94,835  3.6  415  0.0  △94,420  △99.6  788,087  7.5

 民  間  691,146  25.8  49,801  3.7  △641,344  △92.8  1,933,687  18.4

   計  785,981  29.4  50,216  3.7  △735,764  △93.6  2,721,774  25.9

 計 

 官公庁  95,375  3.6  820  0.0  △94,555  △99.1  843,631  8.0

 民  間  2,518,295  94.0  1,288,628  95.4  △1,229,666  △48.8  9,402,068  89.6

   計  2,613,670  97.6  1,289,448  95.4  △1,324,221  △50.7  10,245,699  97.6

 運輸事業  64,352  2.4  61,628  4.6  △2,723  △4.2  251,942  2.4

 合  計  2,678,022  100.0  1,351,077  100.0  △1,326,944  △49.5  10,497,641  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成23年３月期 

    第１四半期）

当第１四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成23年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  35,145  0.7  646,820  13.2  611,675  －  －  －

 民  間  3,334,138  62.9  3,460,526  70.6  126,387  3.8  3,299,013  82.6

   計  3,369,283  63.6  4,107,346  83.8  738,062  21.9  3,299,013  82.6

 土 

 木 

 官公庁  845,235  15.9  156,985  3.2  △688,250  △81.4  57,700  1.4

 民  間  1,087,142  20.5  635,559  13.0  △451,583  △41.5  636,210  16.0

   計  1,932,377  36.4  792,544  16.2  △1,139,833  △59.0  693,910  17.4

 計 

 官公庁  880,380  16.6  803,805  16.4  △76,575  △8.7  57,700  1.4

 民  間  4,421,280  83.4  4,096,085  83.6  △325,195  △7.4  3,935,223  98.6

   計  5,301,660  100.0  4,899,890  100.0  △401,770  △7.6  3,992,923  100.0
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