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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 10,653 14.8 △387 ― △350 ― △398 ―
23年3月期第1四半期 9,281 11.1 △1,053 ― △1,041 ― △1,053 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △505百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △1,396百万円 （―％）

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 △7.57 ―
23年3月期第1四半期 △20.01 ―

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 55,120 28,700 52.1 544.99
23年3月期 57,086 29,627 51.9 562.59
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  28,700百万円 23年3月期  29,627百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 8.00 8.00

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) 24,000 10.2 △900 ― △900 ― △1,000 ― △18.99
通期 67,500 5.7 1,200 1.5 1,200 2.4 750 △13.4 14.24



(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が実施中です。 

※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、本資料発表日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
結果になる可能性があります。 

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 57,804,450 株 23年3月期 57,804,450 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,142,227 株 23年3月期 5,142,227 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 52,662,223 株 23年3月期1Q 52,663,037 株
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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建設業界は、民間投資は一部持ち直しの動きが見られましたが、公共投資

は、東日本大震災の復旧・復興による増加が見込まれるものの、当該期間においては発注の遅れ等の要因により引

き続き低調に推移し、全体としては厳しい経営環境が続きました。  

 このような状況のもと、当社グループの当第１四半期累計期間における受注高は、東日本大震災に伴う災害復旧

工事の受注に加え、基礎・地盤改良工事を中心に民間工事が増加したことにより、前年同期比26.7％増の191億２

千万円となりました。 

 売上高は、早期着工に注力した結果、施工高が増加したことにより、前年同期比14.8％増の106億５千３百万円

となりました。 

 利益面では、売上高の増加及び施工効率の向上による利益率の改善によって、売上総利益は前年同期比44.6％増

の16億２千５百万円となりました。これにより、営業損益・経常損益は各々３億８千７百万円の損失（前年同期は

10億５千３百万円の損失）、３億５千万円の損失（前年同期は10億４千１百万円の損失）となり、四半期純損益は

３億９千８百万円の損失（前年同期は10億５千３百万円の損失）となりました。 

   

 なお、当第１四半期連結累計期間における受注の状況は以下のとおりです。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産） 

 資産につきましては、流動資産は受取手形・完成工事未収入金の減少が、未成工事支出金の増加を上回ったこと

等により21億６千４百万円減少しました。また固定資産は、機械装置等の有形固定資産の減少を、投資その他の資

産の増加が上回ったこと等により１億９千８百万円増加しました。以上により総資産は前連結会計年度末より19億

６千５百万円減少いたしました。 

 （負債） 

負債につきましては、未成工事受入金の増加を、支払手形・工事未払金の減少が上回ったため負債合計は前連

結会計年度末より10億３千８百万円減少いたしました。 

 （純資産）  

純資産につきましては、四半期純損失、株主配当金の支払い等により利益剰余金が減少したため前連結会計年

度末より９億２千６百万円減少いたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成23年５月13日公表のとおり、変更はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業・工種別 
平成23年３月期第１四半期 平成24年３月期第1四半期 

比較増減 増減率 
受注高（百万円） 構成比 受注高（百万円） 構成比 

法面保護工事 3,820 25.3% 5,162 27.0%  1,342 35.1%

地すべり対策工事 2,576 17.1% 2,083 10.9%  △492 △19.1%

基礎・地盤改良工事 5,778 38.3% 7,465 39.0%  1,686 29.2%

補修・補強工事 414 2.7% 281 1.5%  △133 △32.1%

環境修復工事 148 1.0% 115 0.6%  △32 △22.0%

管きょ工事 123 0.8% 90 0.5%  △32 △26.3%

一般土木工事 215 1.4% 1,462 7.6%  1,246 578.6%

建築工事 1,731 11.5% 2,202 11.5%  471 27.2%

その他工事 282 1.9% 255 1.4%  △26 △9.5%

合計 15,091 100.0% 19,120 100.0%  4,029 26.7%



（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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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



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 9,158 9,242

受取手形・完成工事未収入金等 19,804 14,346

未成工事支出金 7,830 11,246

商品及び製品 24 22

仕掛品 19 19

材料貯蔵品 183 149

未収入金 780 95

その他 555 1,025

貸倒引当金 △302 △257

流動資産合計 38,053 35,889

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,579 2,529

機械・運搬具（純額） 788 697

土地 9,251 9,251

リース資産（純額） 1,068 1,015

建設仮勘定 1 2

その他（純額） 103 90

有形固定資産合計 13,791 13,587

無形固定資産 207 204

投資その他の資産   

投資有価証券 2,915 2,945

その他 2,316 2,696

貸倒引当金 △198 △203

投資その他の資産合計 5,033 5,438

固定資産合計 19,032 19,230

資産合計 57,086 55,120

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 14,784 12,163

短期借入金 100 100

1年内返済予定の長期借入金 466 466

未払法人税等 163 91

未成工事受入金 5,513 7,441

完成工事補償引当金 99 61

工事損失引当金 123 126

災害損失引当金 133 127

未払費用 966 746

その他 994 1,130

流動負債合計 23,345 22,455



（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) 

固定負債   

長期借入金 1,343 1,227

再評価に係る繰延税金負債 1,393 1,390

退職給付引当金 479 515

長期未払金 6 －

リース債務 832 776

その他 58 54

固定負債合計 4,113 3,964

負債合計 27,459 26,420

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 20,038 19,222

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 30,818 30,001

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △221 △294

土地再評価差額金 △880 △883

為替換算調整勘定 △88 △123

その他の包括利益累計額合計 △1,190 △1,301

純資産合計 29,627 28,700

負債純資産合計 57,086 55,120



（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 9,129 10,522

兼業事業売上高 152 130

売上高合計 9,281 10,653

売上原価   

完成工事原価 8,036 8,925

兼業事業売上原価 120 102

売上原価合計 8,156 9,027

売上総利益   

完成工事総利益 1,092 1,597

兼業事業総利益 31 27

売上総利益合計 1,124 1,625

販売費及び一般管理費 2,177 2,012

営業損失（△） △1,053 △387

営業外収益   

受取利息 1 5

受取配当金 24 20

受取ロイヤリティー 9 13

受取賃貸料 11 13

負ののれん償却額 1 －

その他 26 27

営業外収益合計 76 79

営業外費用   

支払利息 9 7

支払手数料 10 10

為替差損 40 15

支払保証料 1 2

その他 2 7

営業外費用合計 64 42

経常損失（△） △1,041 △350

特別利益   

前期損益修正益 1 －

貸倒引当金戻入額 3 －

固定資産売却益 7 0

その他 0 0

特別利益合計 12 0

特別損失   

固定資産除売却損 0 3

退職特別加算金 － 13

災害による損失 － 3

特別損失合計 0 20



（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) 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,028 △370

法人税、住民税及び事業税 19 30

法人税等調整額 5 △2

法人税等合計 24 27

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,053 △398

四半期純損失（△） △1,053 △398



（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（△） △1,053 △398

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △292 △72

為替換算調整勘定 △50 △34

その他の包括利益合計 △342 △107

四半期包括利益 △1,396 △505

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,396 △505

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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