




  
  

 
 ※各株式数には当社が発行する優先株式を含めております。 

 ※1株当たり四半期純利益は、③期中平均株式数を算定上の基礎としております。 

 ※1株当たり純資産は、普通株式の期末発行済株式数を算定上の基礎としております。 

  

(％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) 当四半期における業績予想の修正有無：無 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しているため、実際

の業績等は予想数値と異なる可能性があります。 

  (参考) 発行済株式数について

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期１Ｑ 158,022,037株 23年3月期 143,802,037株

②期末自己株式数 24年3月期１Ｑ 202,358株 23年3月期 201,498株

③期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期１Ｑ 150,287,952株 23年3月期１Ｑ 146,574,139株

  (参考) 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）

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 24,600 19.6 △470 ― △530 ― △3.36

通期 65,600 12.1 1,900 5.3 1,800 9.8 11.41
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災で寸断されたサプライチェーンの復

旧が進み、企業の生産活動や輸出には持ち直しの動きが見られたものの、電力供給制約の影響に加え、

原材料価格の高騰、さらには円高基調が続く為替市場の動向や海外経済の減速に対する懸念が広がるな

ど、先行きへの不透明感は強く、依然として予断を許さない状況のまま推移いたしました。 

道路建設業界におきましても、国の平成23年度予算における公共投資関係費は補正予算の編成により

前年度を上回るとの見通しが示されているものの、当第１四半期においては予算執行による建設需要の

増加が顕在化するには至らず、企業間競争が熾烈を極めるなか、主要資材であるアスファルトの仕入価

格上昇も相俟って、事業環境はより一層厳しさを増しました。 

このような状況のもと、当社グループでは、社会資本整備の一端を担う企業グループとして、事業活

動を通じ震災の復旧・復興支援に尽力する一方、本年５月に策定した中期３ヶ年経営計画に基づき、収

益の源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進に全力を挙げて取り組むとともに、経営資源の

効率的な活用や調達コストの見直しを進めるなど、収益構造の改善を推し進め、利益確保に努めてまい

りました。 

しかしながら、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産

事業等売上高を含む）は121億56百万円（前年同期比7.8％減）、売上高は92億14百万円（前年同期比

6.7％減）、経常損失は５億87百万円（前年同期は３億91百万円の経常損失）、四半期純損失は６億11

百万円（前年同期は４億50百万円の四半期純損失）にとどまり、いずれも前年同期を下回る結果となり

ました。 

なお、当社グループにおける建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から

第３四半期に比べ、第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用につ

いては年間を通じて恒常的に発生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大き

く変動いたします。 

  

当第１四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度と比較し37億22百万円減少の436億16百万

円となりました。売上債権が減少したことなどにより流動資産は35億92百万円の減少となり、また、有

形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産がそれぞれ減少したことにより、固定資産は１億30百万

円の減少となりました。 

一方、当第１四半期連結会計期間の負債合計は、前連結会計年度と比較し31億１百万円減少の356億

93百万円となりました。流動負債は、仕入債務が減少したことなどにより26億59百万円の減少となり、

また、借入金の一部を返済したことなどにより、固定負債は４億41百万円の減少となりました。 

また、当第１四半期連結会計期間の純資産合計は、四半期純損失６億11百万円を計上したことによ

り、前連結会計年度と比べて６億21百万円減少の79億23百万円となりました。この結果、自己資本比率

は18.2％となりました。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、優先株式の取得請求権行使に伴う発行済株式数の増

加により１株当たり情報にかかる数値を変更いたしましたが、その他の業績予想数値については、前回

公表時（平成23年５月11日）から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) 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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２．四半期連結財務諸表

（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 816 1,373

受取手形・完成工事未収入金等 17,131 8,777

未成工事支出金 6,787 9,954

材料貯蔵品 361 326

短期貸付金 2,203 2,920

その他 3,320 3,629

貸倒引当金 △118 △72

流動資産合計 30,501 26,909

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 6,926 6,929

機械、運搬具及び工具器具備品 15,418 15,429

土地 12,169 12,169

減価償却累計額 △18,499 △18,638

有形固定資産合計 16,014 15,890

無形固定資産 121 119

投資その他の資産

その他 1,498 1,512

貸倒引当金 △796 △814

投資その他の資産合計 701 697

固定資産合計 16,838 16,707

資産合計 47,339 43,616
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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 19,353 15,331

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 102 32

未成工事受入金 4,498 6,131

完成工事補償引当金 162 160

工事損失引当金 263 318

賞与引当金 383 192

その他 585 522

流動負債合計 26,348 23,688

固定負債

長期借入金 8,650 8,150

退職給付引当金 3,693 3,751

その他 103 103

固定負債合計 12,446 12,005

負債合計 38,794 35,693

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 500 500

利益剰余金 6,062 5,441

自己株式 △19 △19

株主資本合計 8,542 7,921

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 1

その他の包括利益累計額合計 2 1

純資産合計 8,544 7,923

負債純資産合計 47,339 43,616
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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 9,871 9,214

売上原価 9,201 8,704

売上総利益 669 509

販売費及び一般管理費 1,005 1,065

営業損失（△） △336 △556

営業外収益

貸倒引当金戻入額 － 4

土地賃貸料 4 4

雑収入 7 4

営業外収益合計 11 13

営業外費用

支払利息 56 36

雑支出 10 8

営業外費用合計 66 44

経常損失（△） △391 △587

特別利益

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 21 －

ゴルフ会員権償還益 1 －

特別利益合計 22 －

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 54 －

その他 3 －

特別損失合計 59 0

税金等調整前四半期純損失（△） △427 △587

法人税、住民税及び事業税 23 23

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △450 △611

四半期純損失（△） △450 △611
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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損失（△） △450 △611

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8 △0

その他の包括利益合計 △8 △0

四半期包括利益 △459 △611

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △459 △611

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

      四半期個別受注の概況 

 
  

  

  

  

  

  

  

（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

３．補足情報

個別受注の実績

受 注 高

24年３月期第１四半期 11,640百万円  △10.8%

23年３月期第１四半期 13,045百万円     5.6%

（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、対前年同四半期比較増減率

  受注実績の内訳 （単位：百万円）

前年第１四半期 当第１四半期

（平成23年３月期 （平成24年３月期 増 減 前 期

区   分  第１四半期） 第１四半期） （平成23年３月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 3,578 27.4 1,629 14.0 △1,948 △54.5 14,603 24.3

受 
注 
高

国内民間 5,839 44.8 6,178 53.1 339 5.8 27,101 45.1

  計 9,417 72.2 7,807 67.1 △1,609 △17.1 41,705 69.4

 製 品 部 門 等 3,627 27.8 3,832 32.9 204 5.6 18,412 30.6

合   計 13,045 100.0 11,640 100.0 △1,405 △10.8 60,117 100.0
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