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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）

（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 6,337 △18.4 △374 ― △477 ― △497 ―

23年３月期第１四半期 7,769 22.6 156 ― 75 ― 6 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △508百万円( ― ％) 23年３月期第１四半期 △70百万円( ― ％)

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 △24 15 ― ―

23年３月期第１四半期 0 32 ― ―

（２）連結財政状態

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 26,758 5,958 18.6

23年３月期 27,424 6,499 20.1

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 4,986百万円 23年３月期 5,504百万円

２．配当の状況

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 50 1 50

24年３月期 ― ―

24年３月期(予想) ― ― ― ―
0.00～
2.00

0.00～
2.00

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)

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) 16,000 0.6 △70 ― △190 ― △220 ― △10 68

通期 41,000 19.8 600 14.2 350 8.4 200 △5.7 9 71



  

 

 

 
  

  

  

・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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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予想数値と異なる場合

があります。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 、除外 ― 社

（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
 

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 22,072,850株 23年３月期 22,072,850株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 1,471,183株 23年３月期 1,471,183株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 20,601,667株 23年３月期１Ｑ 20,603,403株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、2011年３月11日に発生した東日本大震災を受けて

急速に落ち込んだものの、一部、持ち直しの動きも見られるようになりました。個人消費は震災後急速

に落ち込み、企業収益も震災や円高などの影響を受け、依然厳しい環境で推移しました。 

建設業界におきましても、設備投資では震災による投資計画の先送りが見られ、住宅投資も同様に弱

めの動きとなっています。依然公共事業も減少傾向が続き、熾烈な受注競争のもと、極めて厳しい経営

環境が続いております。 

このような状況の中、当社グループは、日本政府のＯＤＡ案件に加え、アジア等へ進出する日系企業

への営業を強化して海外部門のさらなる充実を目指してまいりました。また震災の復興需要に対応すべ

く技術提案力・信頼確保に注力し、当社保有の特殊技術に関する営業を推進し、受注の確保に努めてま

いりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が6,337百万円（前年同四半期比18.4%減）と

なりました。利益につきましては、営業損失374百万円（前年同四半期は156百万円の利益）、経常損失

477百万円（前年同四半期は75百万円の利益）、四半期純損失497百万円（前年同四半期は6百万円の利

益）となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ666百万円(2.4%)減少し、

26,758百万円となりました。未成工事支出金など増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金等の売

掛債権の減少などによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ125百万円(0.6%)減少し、20,799百万円となりました。短期借

入金、未成工事受入金などの増加もありましたが、支払手形・工事未払金等の仕入債務の減少などによ

るものです。 

純資産合計は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ541百万円(8.3%)減少し、

5,958百万円となりました。 

平成24年３月期第２四半期（累計）連結業績予想数値につきましては、工事の進捗が当初予定より進

まない見通しのため、売上高が当初予定より減少する見込みであります。利益につきましても、売上高

の減少に伴う修正であります。 

なお、通期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表した業績予想に変更はございませ

ん。 

  

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。 

  

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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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

現金及び預金 5,062,542 5,083,289

受取手形・完成工事未収入金等 8,739,713 7,569,467

有価証券 1,294 1,294

販売用不動産 559,396 599,263

未成工事支出金 350,767 831,086

不動産事業支出金 619,600 620,088

商品及び製品 2,054 －

材料貯蔵品 3,939 4,293

繰延税金資産 99,638 95,648

その他 1,107,020 992,721

貸倒引当金 △9,003 △14,568

流動資産合計 16,536,964 15,782,585

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,585,713 3,488,311

減価償却累計額 △1,973,309 △1,886,790

建物及び構築物（純額） 1,612,403 1,601,521

機械装置及び運搬具 744,988 710,314

減価償却累計額 △670,639 △643,646

機械装置及び運搬具（純額） 74,348 66,668

船舶 472,373 91,326

減価償却累計額 △420,877 △42,189

船舶（純額） 51,496 49,136

工具、器具及び備品 245,876 218,766

減価償却累計額 △223,407 △198,083

工具、器具及び備品（純額） 22,469 20,683

土地 4,547,487 4,646,717

有形固定資産合計 6,308,205 6,384,727

無形固定資産

その他 29,238 29,176

投資その他の資産

投資有価証券 1,519,698 1,443,226

長期貸付金 413,818 407,719

長期未収入金 1,287,981 1,359,672

破産更生債権等 1,026,121 1,014,676

繰延税金資産 201,408 236,969

その他 179,340 178,257

貸倒引当金 △78,359 △78,674

投資その他の資産合計 4,550,009 4,561,847

固定資産合計 10,887,453 10,975,751

資産合計 27,424,418 26,758,336
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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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,781,167 5,469,640

短期借入金 7,898,759 8,504,097

1年内償還予定の社債 92,000 92,000

未払金 130,946 144,554

未払法人税等 39,097 18,277

未成工事受入金 1,563,320 2,073,061

完成工事補償引当金 37,892 36,551

工事損失引当金 76,436 68,857

賞与引当金 54,600 22,628

その他 332,417 440,878

流動負債合計 17,006,637 16,870,547

固定負債

社債 298,000 282,000

長期借入金 2,788,680 2,771,554

長期未払金 45,620 42,257

退職給付引当金 489,958 498,978

環境対策引当金 10,309 10,309

再評価に係る繰延税金負債 124,894 124,894

資産除去債務 8,799 8,838

その他 151,821 190,277

固定負債合計 3,918,083 3,929,109

負債合計 20,924,721 20,799,656

純資産の部

株主資本

資本金 2,368,032 2,368,032

資本剰余金 1,527,310 1,527,309

利益剰余金 2,510,557 1,983,602

自己株式 △163,180 △163,180

株主資本合計 6,242,719 5,715,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △97,332 △49,428

繰延ヘッジ損益 △71,486 △109,940

土地再評価差額金 △569,859 △569,859

その他の包括利益累計額合計 △738,678 △729,228

少数株主持分 995,655 972,143

純資産合計 6,499,696 5,958,679

負債純資産合計 27,424,418 26,758,336
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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 7,769,727 6,337,697

売上原価 7,083,838 6,185,442

売上総利益 685,888 152,255

販売費及び一般管理費 529,409 527,051

営業利益又は営業損失（△） 156,478 △374,796

営業外収益

受取利息及び配当金 15,637 17,297

負ののれん償却額 65,239 －

その他 8,620 21,712

営業外収益合計 89,497 39,010

営業外費用

支払利息 56,846 57,489

為替差損 101,298 62,197

その他 12,742 22,448

営業外費用合計 170,887 142,135

経常利益又は経常損失（△） 75,088 △477,922

特別利益

固定資産売却益 48 1,070

貸倒引当金戻入額 8,956 －

特別利益合計 9,004 1,070

特別損失

固定資産除売却損 851 8

投資有価証券評価損 6,547 19,200

投資有価証券売却損 2,617 339

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,914 －

その他 4,476 －

特別損失合計 20,406 19,547

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（△）

63,686 △496,399

法人税、住民税及び事業税 22,232 11,058

法人税等調整額 27,902 10,842

法人税等合計 50,135 21,900

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（△）

13,551 △518,300

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,918 △20,711

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,632 △497,589
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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（△）

13,551 △518,300

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △83,906 47,981

繰延ヘッジ損益 － △38,454

その他の包括利益合計 △83,906 9,527

四半期包括利益 △70,355 △508,772

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △74,547 △488,139

少数株主に係る四半期包括利益 4,192 △20,633

徳倉建設㈱　（1892）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－6－



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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   （参考） 受注実績内訳 

 
(注) （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率であります。 

  

  

  

  

４．補足情報

 受注の状況（個別）

(1) 受注高

受注高

平成24年３月期第１四半期 4,492 百万円 △64.9%

平成23年３月期第１四半期 12,814 百万円 107.8%

区分
平成24年３月期 平成23年３月期

比較増減 増減率
第１四半期 第１四半期

建 
設 
事 
業

土木

百万円 (%) 百万円 (%) 百万円 %

官公庁 481 (10.7) 8,926 (69.7) △8,445 △94.6

民間 243 (5.4) 540 (4.2) △297 △55.0

計 724 (16.1) 9,466 (73.9) △8,742 △92.4

建築

官公庁 104 (2.3) 1,414 (11.0) △1,310 △92.6

民間 3,663 (81.6) 1,933 (15.1) 1,730 89.5

計 3,767 (83.9) 3,348 (26.1) 419 12.5

合計

官公庁 585 (13.0) 10,341 (80.7) △9,756 △94.3

民間 3,906 (87.0) 2,473 (19.3) 1,433 57.9

計 4,492 (100.0) 12,814 (100.0) △8,322 △64.9

合計 4,492 (100.0) 12,814 (100.0) △8,322 △64.9

(2) 受注予想

受注高

平成24年３月期予想 27,000 百万円 △17.1%

平成23年３月期実績 32,575 百万円 20.4%
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