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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 19,246 △25.0 △331 ― △559 ― △223 ―

23年3月期第1四半期 25,667 20.3 929 ― 703 ― 321 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △298百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 280百万円 （―％）

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 △0.63 ―

23年3月期第1四半期 0.93 0.80

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 79,544 21,368 26.0
23年3月期 98,768 22,079 21.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  20,701百万円 23年3月期  21,376百万円

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 ― ― ― 1.00 1.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 1.00 1.00

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) 47,000 △15.8 800 △74.0 400 △85.1 0 ― ―

通期 115,000 △5.8 2,700 △35.9 1,950 △42.1 900 △26.1 2.41



(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き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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の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。 

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 360,994,219 株 23年3月期 347,696,348 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 194,532 株 23年3月期 193,534 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 351,934,654 株 23年3月期1Q 347,440,561 株



 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです。 

（注）平成24年３月期の配当につきましては、第二回優先株式が取得請求権行使の期間中であり、普通株式の取得請求権

が行使される可能性があることから未定とさせていただきます。 

  

  

（参考）個別業績予想 

 平成24年３月期の個別業績予想（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）当四半期における個別業績予想の修正有無：無  

  

  

種類株式の配当の状況

基準日  
 １株当たり配当金  

配当金総額 
期 末 年 間  

  23年３月期 

 第二回優先株式  

   円 銭

6.275

   円 銭

6.275

百万円

 62

  24年３月期(予想) 

 第二回優先株式  

       円 銭

     －

         円 銭

     －

百万円

 －

  

  

  
売上高 

  

  

経常利益 

  

当期純利益 

  

１株当たり  

当期純利益 

  

第２四半期(累計) 

  百万円   ％ 

   42,000 △17.5 

    百万円   ％ 

     400  △82.5 

    百万円   ％

         0    ―

   円 銭

        ― 

通期   105,000  △5.2    1,750  △42.5        750 △29.9  1.98
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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における我が国経済は、一部に景気回復の兆しがみられましたが、東日本大震災によ

るサプライチェーンの寸断から生産活動に大きな影響が生じ、電力供給の制約や原子力災害の長期化に加え、原油

価格高騰など懸念すべき問題も多く、先行き不透明な状況で推移しました。 

建設業界におきましては、震災復旧・復興関連の事業に関し、仮復旧作業などは進められたものの、本格的な着

手には至らず、一方では被災地域以外における公共工事の漸減や民間設備投資の先送りなどの影響から、厳しい環

境下にあります。 

 このような状況の中、当社グループの業績は、受注高は496億円（前年同四半期比159.7％増）、売上高は192億円

（前年同四半期比25.0％減）、営業損失３億円（前年同四半期 営業利益９億円）、経常損失５億円（前年同四   

半期 経常利益７億円）、四半期純損失は２億円（前年同四半期 四半期純利益３億円）となりました。 

 なお、当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半

期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間における売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の

売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

  

   事業の種類別セグメントの実績は次のとおりです。  

  （国内土木事業） 

 当第１四半期連結累計期間の国内土木事業の受注高につきましては、216億円、売上高は86億円となり、営業損失

は３億円となりました。 

  

（国内建築事業）  

 当第１四半期連結累計期間の国内建築事業の受注高につきましては、58億円、売上高は78億円となり、営業損失

は２億円となりました。 

   

（海外建設事業）  

 当第１四半期連結累計期間の海外建設事業の受注高につきましては、218億円、売上高は23億円となり、営業利益

は２億円となりました。 

      

（不動産事業） 

 第１四半期連結累計期間の不動産事業につきましては、売上高が３億円、営業利益は８千万円となりました。  

  

（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資産の部は、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより前連結会計年度末

に比べ192億円減少した795億円となりました。  

 負債の部は短期借入金の減少などにより前連結会計年度末に比べ185億円減少した581億円となりました。 

 純資産の部は四半期純損失を計上したこと及び期末配当を実施したことなどにより７億円減少した213億円となり

ました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月13日の決算短信で公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の

連結業績予想に変更はありません。  

  

  

  

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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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 13,832 7,149

受取手形・完成工事未収入金等 35,175 23,700

未成工事支出金 4,045 5,736

販売用不動産 369 189

その他 9,849 6,467

貸倒引当金 △32 △32

流動資産合計 63,239 43,213

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,200 14,204

機械、運搬具及び工具器具備品 17,990 17,815

土地 23,432 23,433

建設仮勘定 129 327

減価償却累計額 △24,532 △24,526

有形固定資産合計 31,220 31,254

無形固定資産 201 189

投資その他の資産   

投資有価証券 2,448 2,367

その他 1,987 2,849

貸倒引当金 △329 △329

投資その他の資産合計 4,107 4,887

固定資産合計 35,529 36,331

資産合計 98,768 79,544
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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 32,528 23,108

短期借入金 10,522 5,907

未成工事受入金 4,193 3,291

引当金 2,012 1,519

その他 6,693 3,643

流動負債合計 55,950 37,468

固定負債   

長期借入金 12,324 12,576

退職給付引当金 4,566 4,296

引当金 23 19

その他 3,824 3,814

固定負債合計 20,738 20,706

負債合計 76,689 58,175

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,683 10,683

資本剰余金 2,490 2,490

利益剰余金 5,950 5,317

自己株式 △13 △13

株主資本合計 19,110 18,477

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 97 51

土地再評価差額金 2,235 2,235

為替換算調整勘定 △68 △64

その他の包括利益累計額合計 2,265 2,223

少数株主持分 703 667

純資産合計 22,079 21,368

負債純資産合計 98,768 79,544
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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   

完成工事高 24,992 18,891

兼業事業売上高 675 354

売上高合計 25,667 19,246

売上原価   

完成工事原価 22,529 17,737

兼業事業売上原価 553 217

売上原価合計 23,083 17,955

売上総利益   

完成工事総利益 2,462 1,154

兼業事業総利益 121 137

売上総利益合計 2,584 1,291

販売費及び一般管理費 1,654 1,622

営業利益又は営業損失（△） 929 △331

営業外収益   

受取利息 5 3

受取配当金 12 12

その他 6 20

営業外収益合計 24 36

営業外費用   

支払利息 123 134

その他 126 130

営業外費用合計 249 264

経常利益又は経常損失（△） 703 △559

特別利益   

転身支援引当金戻入額 － 179

貸倒引当金戻入額 14 －

特別利益合計 14 179

特別損失   

災害による損失 － 67

投資有価証券評価損 10 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9 －

その他 3 －

特別損失合計 23 68

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（△）

694 △448

法人税、住民税及び事業税 50 49

法人税等調整額 323 △238

法人税等合計 374 △188

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（△）

320 △259

少数株主損失（△） △1 △35

四半期純利益又は四半期純損失（△） 321 △223
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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（△）

320 △259

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52 △48

為替換算調整勘定 12 9

その他の包括利益合計 △39 △39

四半期包括利益 280 △298

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 281 △265

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △33
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該当事項はない。 

  

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業及び物品の

販売・リース事業等を含んでいる。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

     

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業及び物品の

販売・リース事業等を含んでいる。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っている。 

   

該当事項はない。  

  

（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：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
         
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内  
土木 

国内 
建築 

海外  
建設 

不動産 計

売上高                   

外部顧客への売

上高 
15,456 6,046 3,488 640 25,632 34 25,667 － 25,667 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 1 － 32 33 13 47 △47 － 

計 15,456 6,048 3,488 672 25,665 48 25,714 △47 25,667 

セグメント利益 

又は損失（△） 
858 △73 79 68 933 △4 929 － 929 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
         
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内  
土木 

国内 
建築 

海外  
建設 

不動産 計

売上高                   

外部顧客への売

上高 
 8,621  7,872  2,398  322  19,214  32  19,246  －  19,246

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 16  91  －  32  140  7  148  △148  －

計  8,637  7,964  2,398  354  19,355  40  19,395  △148  19,246

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △393  △240  224  85  △324  △6  △331  －  △331

（５）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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 四半期個別受注の概況 

  

（１）平成24年３月期第１四半期の個別受注実績（平成23年４月１日～平成23年６月30日） 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額。 

   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率。 

  

（２）受注実績内訳 

  

（３）平成24年３月期の個別建設受注予想 

（注）①パーセント表示は、前年実績比増減率。  

   ②不動産事業は含めておりません。 

  

  

  

  

４．補足情報

   受注高 

 平成24年３月期第１四半期     百万円    ％ 47,805 199.9

 平成23年３月期第１四半期     百万円      ％ 15,943 △33.8

 区   分  

       前第１四半期    

   （自 平成22. 4. 1   

     至 平成22. 6.30） 

       当第１四半期 

   （自  平成23. 4. 1   

    至 平成23. 6.30） 

 比較増減   

金額（百万円） 
 構成比

（％） 
 金額（百万円）

 構成比

（％） 
 金額（百万円）  増減率（％）

    国内官公庁  9,371  58.8  18,406  38.5  9,035  96.4

   土  国 内 民 間  1,036  6.5  1,889  4.0  852  82.2

  木 海 外  16  0.1  20,794  43.5  20,777  123,664.1

建    計  10,424  65.4  41,090  85.9  30,665  294.2

    国内官公庁  534  3.4  1,659  3.5  1,124  210.5

 設  建 国 内 民 間  4,834  30.3  3,983  8.4  △851  △17.6

  築 海 外  6  0.0  763  1.6  757  11,982.0

 事     計  5,375  33.7  6,406  13.4  1,030  19.2

    国内官公庁  9,905  62.2  20,065  42.0  10,160  102.6

 業  合 国 内 民 間  5,871  36.8  5,872  12.3  1  0.0

  計 海 外  23  0.1  21,558  45.1  21,535  93,137.6

     計  15,799  99.1  47,496  99.4  31,696  200.6

 不動産事業  143  0.9  309  0.6  165  115.8

 合   計  15,943  100.0  47,805  100.0  31,862  199.9

   通  期 

 平成24年３月期予想    百万円          ％ 115,000 36.0

 平成23年３月期実績      百万円        ％ 84,575 △22.6
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