
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年8月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本橋梁株式会社 上場取引所 東 大 
コード番号 5912 URL http://www.nihon-kyoryo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 坂下 清信
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理グループリーダー （氏名） 川岡 靖司 TEL 078-941-4027
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

(注)「１株当たり純資産」は、優先株式の発行額相当額等を控除して算出しております。  

(1) 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 1,317 △12.2 △44 ― △62 ― △71 ―
23年3月期第1四半期 1,500 △25.1 10 ― 11 ― 5 ―

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 △0.60 ―
23年3月期第1四半期 0.25 0.20

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 6,672 1,222 18.3 1.88
23年3月期 7,395 1,293 17.5 2.49
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,222百万円 23年3月期  1,293百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 3,000 7.2 △70 ― △120 ― △110 ― △0.93
通期 6,500 17.1 200 ― 110 ― 110 ― 0.93



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 118,152,293 株 23年3月期 118,152,293 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 17,114 株 23年3月期 17,114 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 118,135,179 株 23年3月期1Q 20,658,543 株

※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) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による経済活

動の停滞や電力供給の制約等の影響により、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 

 公共投資関連の市場におきましては、東日本大震災の復興に関する需要の増加も見込まれますが、現時

点では不透明であります。また、公共事業の見直しや公共事業費の削減は今後も進むと見られ、一段と厳

しさを増しております。当社がその大半を依存しております橋梁業界におきましても、多数の企業で受注

を競い合う非常に厳しい状況が続いております。  

 このような状況におきまして、当社は全社をあげて受注活動に取り組みましたが、当第１四半期累計期

間の橋梁発注量が著しい低水準にあったため、当第１四半期累計期間の受注高としましては１億４千５百

万円（前年同四半期比73.4％減）となりました。売上高につきましては13億１千７百万円（前年同四半期

比12.2％減）となり、受注残高につきましては48億５千万円（前年同四半期比21.3％減）となりました。 

 損益面では、既存工事のコスト削減活動の効果等もみられましたが、売上総利益は６千４百万円（前年

同四半期比54.2％減）となりました。また、様々な経費圧縮策を実行し販売費及び一般管理費の縮減の継

続に努めましたが、営業損失は４千４百万円（前年同四半期は１千万円の営業利益）となりました。ま

た、経常損失は６千２百万円（前年同四半期は１千１百万円の経常利益）となり、四半期純損失は７千１

百万円（前年同四半期は５百万円の四半期純利益）となりました。 

  

 当第１四半期会計期間末における総資産は66億７千２百万円となり、前事業年度末に比べ７億２千３百

万円減少いたしました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ20.9％減少し、27億４百万円となりました。これは、受取手形及び売

掛金が８億１百万円減少したことなどによるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ0.2％減少し、39億６千７百万円となりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ6.4％増加し、43億５千３百万円となりました。これは、短期借入金

が７億５千万円減少したものの、１年内返済予定の長期借入金が12億６千８百万円増加したことなどによ

るものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ45.5％減少し、10億９千５百万円となりました。これは、長期借入金

が９億１千３百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産は、前事業年度末に比べ5.5％減少し、12億２千２百万円となり、自己資本比率は18.3％となり

ました。 

  

 平成24年３月期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間、通期とも平成23年５月12日に公表い

たしました業績予想に変更はありません。 

  

  

   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）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,145,971 1,248,535

受取手形及び売掛金 2,197,778 1,395,987

原材料及び貯蔵品 17,038 16,789

その他 57,829 43,566

流動資産合計 3,418,617 2,704,878

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 880,624 875,076

構築物（純額） 128,914 126,574

機械及び装置（純額） 655,675 643,695

土地 2,114,532 2,114,532

建設仮勘定 5,755 28,758

その他（純額） 26,390 25,393

有形固定資産合計 3,811,893 3,814,031

無形固定資産

無形固定資産合計 12,575 11,917

投資その他の資産

投資有価証券 116,241 115,341

その他 36,193 25,935

投資その他の資産合計 152,435 141,276

固定資産合計 3,976,903 3,967,226

資産合計 7,395,521 6,672,105
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,050,936 1,081,713

短期借入金 1,869,169 1,119,169

1年内返済予定の長期借入金 66,500 1,334,950

未払金 500,985 229,038

未払法人税等 17,130 5,229

前受金 15,004 51,959

賞与引当金 － 10,350

工事損失引当金 229,804 209,863

損害賠償損失引当金 273,610 274,400

その他 67,703 36,871

流動負債合計 4,090,846 4,353,545

固定負債

長期借入金 1,715,450 802,000

退職給付引当金 295,488 293,936

固定負債合計 2,010,938 1,095,936

負債合計 6,101,784 5,449,481

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 453,957 453,957

利益剰余金 △153,255 △224,329

自己株式 △6,465 △6,465

株主資本合計 1,294,237 1,223,163

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △500 △540

評価・換算差額等合計 △500 △540

純資産合計 1,293,737 1,222,623

負債純資産合計 7,395,521 6,672,105
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（２）四半期損益計算書

 第１四半期累計期間

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(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 1,500,205 1,317,269

売上原価 1,359,756 1,252,956

売上総利益 140,449 64,313

販売費及び一般管理費

役員報酬 8,616 5,370

従業員給料及び賞与 47,492 37,219

法定福利及び厚生費 11,996 9,678

不動産賃借料 8,661 7,312

旅費交通費及び通信費 10,469 9,600

その他 42,213 39,850

販売費及び一般管理費合計 129,449 109,031

営業利益又は営業損失（△） 10,999 △44,718

営業外収益

投資不動産賃貸料 7,033 －

助成金収入 16,410 698

その他 1,771 2,822

営業外収益合計 25,215 3,520

営業外費用

支払利息 19,971 20,451

その他 4,302 1,069

営業外費用合計 24,273 21,520

経常利益又は経常損失（△） 11,941 △62,718

特別損失

固定資産処分損 － 637

投資有価証券評価損 － 860

損害賠償損失 2,800 2,813

特別損失合計 2,800 4,310

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 9,141 △67,028

法人税、住民税及び事業税 4,055 4,045

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,086 △71,074
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、事業を鋼構造物事業（橋梁）に集中させており、単一セグメントとなっておりますので、記載

を省略いたします。 

  

 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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）売上高、受注高及び受注残高の状況

① 売上高

セグメント

前年同四半期 当四半期

増  減

前期

（平成23年３月期   

第１四半期）

（平成24年３月期  

第１四半期）
（平成23年３月期）

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

(百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円)

鋼構造物事業（橋梁） 1,500 1,317 △ 182 △ 12.2 5,549

合 計 1,500 1,317 △ 182 △ 12.2 5,549

 

② 受注高

セグメント

前年同四半期 当四半期

増  減

前期

（平成23年３月期   

第１四半期）

（平成24年３月期  

第１四半期）
（平成23年３月期）

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

(百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円)

鋼構造物事業（橋梁） 548 145 △ 402 △ 73.4 4,453

合 計 548 145 △ 402 △ 73.4 4,453

 

③ 受注残高

セグメント

前年同四半期 当四半期

増  減

前期末

（平成23年３月期   

第１四半期）

（平成24年３月期  

第１四半期）
（平成23年３月期）

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額

(百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円)

鋼構造物事業（橋梁） 6,165 4,850 △1,314 △ 21.3 6,022

合 計 6,165 4,850 △1,314 △ 21.3 6,022

  (注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。
   また、上記金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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