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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 1,640 11.2 △294 ― △290 ― △300 ―

23年3月期第1四半期 1,474 △14.8 △222 ― △215 ― △232 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △304百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △241百万円 （―％）

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 △18.31 ―

23年3月期第1四半期 △14.17 ―

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 8,180 4,916 60.1 299.99
23年3月期 8,883 5,253 59.1 320.53

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,916百万円 23年3月期  5,253百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 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）

（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) 3,650 △1.6 △300 ― △330 ― △355 ― △21.64

通期 10,900 6.9 170 ― 130 ― 90 ― 5.49



(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過程及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」の各項目をご覧くださ
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 16,640,000 株 23年3月期 16,640,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 251,497 株 23年3月期 249,088 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,389,746 株 23年3月期1Q 16,409,426 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わが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響から企業活動

及び個人消費の低迷により、景気は不透明なまま推移いたしました。海外においては一部新興国での経済成長が

持続しているものの、欧州の一部や米国での財政不安や景気低迷がみられました。 

 当建設関連業界においては、住宅販売等の一部が持ち直しつつある一方で、設備投資に対する慎重な姿勢や公

共投資の継続的な縮減等により本格的な回復といえる状況には至らず、業者間の受注競争も激化し引続き不透明

な受注環境が続いております。 

 このような環境のなか、当企業集団は、積極的な営業活動で攻めの経営を貫くとともに、業務の効率化とコス

トの一層の削減に取り組んだものの、受注競争の激化等もあり、受注高は2,117百万円（前年同期比3.6％減）に

とどまりました。売上高は工事進捗が進み1,640百万円（前年同期比11.2％増）を確保いたしました。 

 利益面については、当建設関連業界特有の季節的な要因から、各事業部門の固定費及び一般管理費を吸収でき

るまでの粗利益の確保が困難であり、また受注競争の激化等から利益率が悪化したこと等から、当第１四半期連

結累計期間の営業損益は、294百万円の損失（前年同期は222百万円の損失）、経常損益は290百万円の損失（前年

同期は215百万円の損失）、四半期純損益は300百万円の損失（前年同期は232百万円の損失）となり、前年同期に

比べ総じて悪化しました。 

 当企業集団の前期繰越受注高、受注高、売上高、次期繰越受注高は次のとおりであります。 

  

当第１四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。なお、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おります。 

  

（土木関連事業） 

受注高は318百万円（前年同期比33.4％減）、売上高は575百万円（前年同期比25.5％増）、セグメント損益は93

百万円の損失（前年同期は46百万円の損失）となりました。 

（建築関連事業） 

受注高は1,121百万円（前年同期比62.8％増）、売上高は550百万円（前年同期比8.2％増）、セグメント損益は

41百万円の損失（前年同期は46百万円の損失）となりました。 

（型枠貸与関連事業） 

受注高は435百万円（前年同期比10.3％増）、売上高は411百万円（前年同期比10.4％増）、セグメント損益は88

百万円の損失（前年同期は46百万円の損失）となりました。 

（ハウジング事業） 

受注高は225百万円（前年同期比64.0％減）、売上高は87百万円（前年同期比30.9％減）、セグメント損益は５

百万円の損失（前年同期は５百万円の損失）となりました。 

（不動産賃貸事業） 

受注高は16百万円（前年同期比95.8％増）、売上高は15百万円（前年同期比80.5％増）、セグメント損益は６百

万円の利益（前年同期は９百万円の利益）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

期間（年度）別
前期繰越受注高

（千円） 
受注高
（千円） 

売上高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

前第１四半期連結累計期間  3,232,978  2,195,959  1,474,894  4,044,044

当第１四半期連結累計期間  2,757,769  2,117,195  1,640,018  3,234,947
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（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（平成23年６月30日）における総資産は、前連結会計年度末（平成23年３月31

日）に比べ702百万円減少し8,180百万円となりました。減少した主な要因は、前連結会計年度末に計上された営

業債権の回収による減少であります。 

 一方、負債合計は、3,264百万円となり、前連結会計年度末に比べ365百万円減少しました。減少した主な要因

は、工事未払金等の仕入債務の支払いによる減少のほか、未払税金の納付による減少等であります。 

 純資産は、当第１四半期連結累計期間の 終損益が300百万円の損失となったこと等により前連結会計年度末に

比べ337百万円減少し4,916百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.0ポイント上昇し60.1％となりました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表の業績予想から変更はありません。 

なお、実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、災害等の復興需要、経済情勢、需要動向の変

化、工事用資材価格の変動等があります。  

  

（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
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４．四半期連結財務諸表 
（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 831,289 1,099,683

受取手形・完成工事未収入金等 4,155,329 2,814,968

未成工事支出金 9,670 16,374

その他のたな卸資産 95,318 135,277

その他 96,859 97,479

貸倒引当金 △32,356 △22,793

流動資産合計 5,156,110 4,140,990

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,126,587 2,429,782

その他（純額） 1,273,269 1,330,401

有形固定資産合計 3,399,857 3,760,183

無形固定資産   

のれん 10,914 8,186

その他 18,463 21,066

無形固定資産合計 29,378 29,252

投資その他の資産   

投資有価証券 141,407 134,543

その他 236,847 196,238

貸倒引当金 △80,205 △80,306

投資その他の資産合計 298,048 250,475

固定資産合計 3,727,283 4,039,911

資産合計 8,883,393 8,180,901

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 1,628,268 826,756

短期借入金 995,937 1,299,856

未払法人税等 32,334 10,686

未成工事受入金 44,451 65,115

引当金 50,060 50,307

その他 173,301 222,567

流動負債合計 2,924,353 2,475,289

固定負債   

社債 105,000 105,000

長期借入金 395,544 460,140

退職給付引当金 90,657 91,147

その他 114,117 132,962

固定負債合計 705,318 789,249

負債合計 3,629,672 3,264,539
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,120,000 1,120,000

資本剰余金 1,473,840 1,473,840

利益剰余金 2,669,687 2,336,765

自己株式 △30,631 △30,976

株主資本合計 5,232,897 4,899,628

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20,823 16,733

その他の包括利益累計額合計 20,823 16,733

純資産合計 5,253,721 4,916,362

負債純資産合計 8,883,393 8,180,901
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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 1,474,894 1,640,018

売上原価 1,375,542 1,617,936

売上総利益 99,351 22,081

販売費及び一般管理費 322,324 316,681

営業損失（△） △222,972 △294,599

営業外収益   

受取利息 426 397

受取配当金 4,901 3,664

物品売却益 8,609 －

受取補償金 255 －

貸倒引当金戻入額 － 8,715

その他 1,294 1,072

営業外収益合計 15,487 13,850

営業外費用   

支払利息 5,182 7,264

支払手数料 1,906 1,804

その他 1,229 387

営業外費用合計 8,318 9,456

経常損失（△） △215,803 △290,206

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,171 －

特別利益合計 9,171 －

特別損失   

固定資産除却損 213 4,339

投資有価証券評価損 18,224 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 953 －

特別損失合計 19,391 4,339

税金等調整前四半期純損失（△） △226,023 △294,545

法人税、住民税及び事業税 6,583 5,738

法人税等調整額 △138 △142

法人税等合計 6,444 5,595

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △232,468 △300,140

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △232,468 △300,140
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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損失（△） △232,468 △300,140

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,728 △4,090

その他の包括利益合計 △8,728 △4,090

四半期包括利益 △241,197 △304,231

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △241,197 △304,231

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。  

  

  

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）  

（単位：千円）  

  

  

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） 

（単位：千円）  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  （８）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂 

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
土木関連 
事業 

建築関連
事業 

型枠貸与
関連事業 

ハウジング
事業 

不動産賃貸 
事業 

調整額 
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  447,625  508,913  383,056  126,669  8,628  －  1,474,894

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 － － － －  447  △447 －

計  447,625  508,913  383,056  126,669  9,075  △447  1,474,894

セグメント利益
又はセグメント
損失（△） 

 △48,846 △12,523 △86,619 △5,729  7,065  △76,318 △222,972

  土木関連 建築関連
型枠貸与
関連 

ハウジング 不動産賃貸 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

売上高               

外部顧客への
売上高  575,171  550,529  411,177  87,564  15,575  －  1,640,018

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 － － － －  606  △606 －

計  575,171  550,529  411,177  87,564  16,182  △606  1,640,018

セグメント利益
又はセグメント
損失（△） 

 △93,646 △41,270 △88,100 △5,610  6,352  △72,323 △294,599

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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