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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 2,668 40.9 111 ― 109 ― 115 ―

23年3月期第1四半期 1,894 △29.4 △78 ― △84 ― △173 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 89百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △176百万円 （―％）

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 11.07 ―

23年3月期第1四半期 △16.65 ―

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 8,697 2,770 27.1
23年3月期 10,235 2,719 22.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,359百万円 23年3月期  2,271百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 3.00 3.00

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) 5,600 22.5 120 58.4 100 41.8 30 ― 2.87
通期 11,700 5.9 310 △39.9 260 △47.0 110 △34.3 10.53



(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
半期財務諸表のレビ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「(３)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

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 10,596,509 株 23年3月期 10,596,509 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 152,767 株 23年3月期 152,154 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,444,280 株 23年3月期1Q 10,445,333 株
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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、政府による緊急経済対策やアジアを中心とした輸出

に牽引され、一部に景気の持ち直しの兆しが見られたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災

は企業の生産活動の低下などの甚大な被害を与え、また、それに伴う東京電力㈱福島第一原子力発電所の

放射能事故の発生は、電力の大幅な供給不足を引き起こすなど、その国内経済への影響は計り知れず、今

後の景気の先行きについては、円高傾向も加わって、不透明感が増大したままの状況で推移しました。  

当建設業界においては、公共投資は震災発生直後から、道路・河川・港湾等の各工事において、緊急対

応的な復旧工事の受注が増加し、今後も引き続き震災関係の本復旧工事や耐震補強関連工事は増加傾向に

あるものの、全般的には依然として縮減傾向は続いております。また、民間設備投資につきましても、一

時的には震災復旧工事による増加要因はあるものの、景気の先行き不透明感から低水準で推移しており、

熾烈な受注競争及び価額競争を強いられ、経営環境は引き続き厳しい状況が続いております。  

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めた結果、当第１四半期連

結会計期間の受注は、3,122百万円(前年同四半期比24.3％増加)となり、売上高につきましては、例年第

４四半期連結会計期間に集中するという、四半期別売上高に季節的変動があるものの、当第１四半期連結

会計期間は、震災復旧工事の増加等により2,668百万円（前年同四半期比40.9％増加）となりました。  

また、利益面につきましては、売上高が大幅に減少したことにより、営業利益は111百万円（前年同四

半期は営業損失78百万円）、経常利益は109百万円（前年同四半期は経常損失84百万円）となり、四半期

純利益は115百万円（前年同四半期は四半期純損失173百万円）となりました。  
  

(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,524百万円（25.7％）減少し、4,399百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金が171百万円、未成工事支出金が185百万円それぞれ増加したものの、受取手形・

完成工事未収入金等が1,670百万円、その他の流動資産が221百万円それぞれ減少したこと等によります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて13百万円（0.3％）減少し、4,298百万円となりました。これは

主に、投資有価証券が３百万円増加したものの、有形固定資産が減価償却により16百万円減少したこと等

によります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,537百万円（15.0％）減少し、8,697百万円となりま

した。 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,568百万円（25.5％）減少し、4,584百万円となりました。こ

れは主に、未成工事受入金が71百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等が231百万円、短期借入

金が1,243百万円、未払法人税等が177百万円がそれぞれ減少したこと等によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて19百万円（1.4％）減少し、1,342百万円となりました。これは

主に、退職給付引当金が３百万円増加したものの、長期借入金が13百万円,役員退職慰労引当金が８百万

円それぞれ減少したこと等によります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,587百万円(21.1％)減少し、5,927百万円となりま

した。  

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて50百万円（1.8％）増加し、2,770百万円となりました。これ

は主に、少数株主持分が37百万円減少したものの、利益剰余金が84百万円増加したこと等によります。 
  

業績予想につきましては、平成23年５月13日発表の業績予想に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な不確定要素が内在しているため、予想値と異なる可能性が

あります。 

  

１．当四半期の連結業績等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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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：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 1,452,414 1,623,423

受取手形・完成工事未収入金等 3,382,404 1,712,281

未成工事支出金 105,699 290,951

その他のたな卸資産 634,206 620,007

繰延税金資産 35,446 59,442

その他 317,952 96,476

貸倒引当金 △4,558 △3,279

流動資産合計 5,923,565 4,399,302

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 2,632,915 2,636,923

機械、運搬具及び工具器具備品 878,518 878,378

土地 2,880,577 2,880,577

その他 22,018 22,018

減価償却累計額 △2,550,164 △2,570,642

有形固定資産合計 3,863,866 3,847,255

無形固定資産

その他 21,687 21,584

無形固定資産合計 21,687 21,584

投資その他の資産

投資有価証券 161,498 165,386

長期貸付金 157,590 155,587

その他 188,133 188,228

貸倒引当金 △80,630 △79,380

投資その他の資産合計 426,592 429,822

固定資産合計 4,312,146 4,298,662

資産合計 10,235,711 8,697,965

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 2,416,604 2,185,320

短期借入金 2,469,925 1,226,302

未払法人税等 230,457 53,072

未成工事受入金 567,326 639,074

賞与引当金 38,793 72,919

役員賞与引当金 13,600 －

完成工事補償引当金 8,463 9,749

工事損失引当金 61,825 48,251

その他 346,633 350,306

流動負債合計 6,153,630 4,584,996
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（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)

固定負債

長期借入金 379,553 366,551

再評価に係る繰延税金負債 507,634 507,634

退職給付引当金 10,088 13,632

役員退職慰労引当金 74,158 65,391

資産除去債務 26,501 26,648

負ののれん 49,894 48,918

その他 314,327 314,059

固定負債合計 1,362,159 1,342,836

負債合計 7,515,789 5,927,832

純資産の部

株主資本

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 1,166,040 1,250,324

自己株式 △17,191 △17,260

株主資本合計 1,807,481 1,891,695

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △17,532 △14,204

土地再評価差額金 481,686 481,686

その他の包括利益累計額合計 464,154 467,482

少数株主持分 448,286 410,955

純資産合計 2,719,921 2,770,133

負債純資産合計 10,235,711 8,697,965
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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：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 1,894,130 2,668,323

売上原価 1,718,355 2,287,061

売上総利益 175,774 381,262

販売費及び一般管理費 254,425 269,735

営業利益又は営業損失（△） △78,650 111,527

営業外収益

受取利息 597 4,146

受取配当金 541 510

受取保険金 3,095 2,500

受取賃貸料 1,159 2,900

その他 2,791 4,302

営業外収益合計 8,184 14,360

営業外費用

支払利息 11,660 10,263

その他 2,746 5,896

営業外費用合計 14,406 16,160

経常利益又は経常損失（△） △84,872 109,727

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,336 －

役員退職慰労引当金戻入額 3,516 －

特別利益合計 6,853 －

特別損失

固定資産除却損 － 7

減損損失 58,925 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,732 －

特別損失合計 74,657 7

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（△）

△152,676 109,720

法人税、住民税及び事業税 23,986 48,617

法人税等調整額 △16,494 △25,299

法人税等合計 7,491 23,318

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（△）

△160,168 86,401

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13,793 △29,214

四半期純利益又は四半期純損失（△） △173,962 115,616
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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：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（△）

△160,168 86,401

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,895 3,312

その他の包括利益合計 △15,895 3,312

四半期包括利益 △176,063 89,714

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △189,856 118,944

少数株主に係る四半期包括利益 13,792 △29,230
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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) １ セグメント損失の調整額785千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。 

３ 連結子会社である㈱スイシンは、茨城県内において食料品事業(ひら茸の製造)をしていましたが、平成22年

３月末日をもって同事業から撤退しています。 

 なお、㈱スイシンの決算日は12月31日であるため、当第１四半期連結累計期間には、同社の平成22年１月

１日から平成22年３月31日までの業績が反映されています。 
  

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) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額728千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 
  

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

(単位：千円)

建設事業 不動産事業ホテル事業食料品事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 1,749,939 97,394 19,811 6,302 20,683 1,894,130 ─ 1,894,130

セグメント間の内部

売上高又は振替高
─ 1,713 6 ─ ─ 1,720 △1,720 ─

計 1,749,939 99,107 19,817 6,302 20,683 1,895,850 △1,720 1,894,130

セグメント利益又は

損失(△)
△84,262 24,837 1,408 △23,493 2,073 △79,436 785 △78,650

 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

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 2,535,274 93,451 19,536 20,061 2,668,323 ─ 2,668,323

セグメント間の内部

売上高又は振替高
448 1,655 ― ─ 2,103 △2,103 ─

計 2,535,722 95,106 19,536 20,061 2,670,426 △2,103 2,668,323

セグメント利益又は

損失(△)
78,951 29,721 △605 2,729 110,798 728 111,527

（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
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① 個別受注実績      (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
(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、前年同四半期増減率(参考)受注実績内訳 

(参考)受注実績内訳 

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。(単位:百万円) 

 
(注)1.受注高は、当該四半期までの累計額 

2.パーセント表示は構成比率 

  

  

４．補足情報

（１）四半期個別受注の状況

受注高

23年３月期第１四半期 2,301百万円 △10.5％

24年３月期第１四半期 2,974百万円 29.2％

区    分
平成24年３月期
第１四半期

平成23年３月期
第１四半期

比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

土 
  
木

官 公 庁 456 (15.3％) 275 (12.0％) 180 65.6％

民   間 258 ( 8.7  ) 110 ( 4.8  ) 148    134.6  

計 714 (24.0  ) 385 (16.8  ) 329  85.3  

建 
  
築

官 公 庁 1,281 (43.1  ) 1,681 (73.0  ) △400 △23.8  

民   間 978 (32.9  ) 235 (10.2  ) 743 316.2  

計 2,259 (76.0  ) 1,916 (83.2  ) 343 17.9  

合 
  
計

官 公 庁 1,737 (58.4  ) 1,956 (85.0  ) △219 △11.2  

民   間 1,236 (41.6  ) 345 (15.0  ) 891 258.2  

計 2,974 (100.0  ) 2,301 (100.0  ) 672 29.2  
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