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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） 

（注）平成23年3月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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 3,367 11.4 △364 ― △317 ― △409 ―
23年3月期第1四半期 3,021 ― △37 ― 28 ― △136 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △443百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △143百万円 （―％）

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 △14.34 ―
23年3月期第1四半期 △4.78 ―

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 27,556 21,583 78.3 755.43
23年3月期 30,265 22,112 73.1 773.95
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,583百万円 23年3月期  22,112百万円

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 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 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) 9,340 22.4 △230 ― △150 ― △220 ― △7.70
通期 19,200 1.3 △70 ― 40 1.0 △120 ― △4.20



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを終了しております。 

※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
の業績等は様々な要因により大きく異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 30,846,400 株 23年3月期 30,846,400 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,275,480 株 23年3月期 2,275,439 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,570,946 株 23年3月期1Q 28,572,155 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、東日本大震災による急激な落ち込みから、部品のサプライチ

ェーン復旧にともない生産や輸出が持ち直してきたものの、全国的な電力不足により本格的な景気回復が難しい状

況で推移しております。 

 この間、建設業界におきましても、被災地における復旧支援の遅れにともなう建設需要の遅れもあり、依然とし

て厳しい受注環境が続いております。  

 かかる中、当社グループにおきましては、前３ヵ年で再構築した経営基盤をベースとし、新たな中期３ヵ年経営

計画を策定しました。本計画では受注の拡大と収益力の改善を 大のテーマに持続的成長の実現を基本方針とし、

「選択と集中による受注拡大」、「収益力の向上」、「事業領域の拡大」を目標に、今後、震災復興に関連した動

向も見据えつつ取り組んでいく所存であります。 

 なお、当社グループは売上高に占める公共工事の割合が高いため、売上高は通常の営業形態として、上半期に比

べ下半期に完成が集中する傾向があり、連結会計年度の上半期と下半期に季節的変動があります。これらの結果、

当第１四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高33億67百万円（前年同四半期比３億45百万円増）、営

業損失３億64百万円（前年同四半期は37百万円の損失）、経常損失３億17百万円（前年同四半期は28百万円の利

益）、四半期純損失は４億９百万円（前年同四半期は１億36百万円の損失）となっております。なお、当社グルー

プとしては業績の管理については年度末の業績を主眼としております。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 (資産) 

 当第1四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて27億8百万円減少し、275億56百万円

となりました。その主な要因といたしまして、受取手形・完成工事未収入金等、有価証券および投資有価証券が減

少したことによります。  

 (負債） 

  負債の残高は、前連結会計年度末に比べて21億79百万円減少し、59億73百万円となりました。その主な要因とい

たしまして、支払手形・工事未払金等が減少したことによります。  

 (純資産) 

 純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて5億29百万円減少し、215億83百万円となりました。その主な要因と

いたしまして、当第1四半期純損失等によるものであります。 

 この結果、当第1四半期連結期間末の自己資本比率は78.3%となり、前連結会計年度末と比べて5.2ポイントの上

昇となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点においては、平成23年5月13日に公表いたしました、第２四半期（累計）・通期の業績予想に変更はあり

ません。  

  

  

（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。   

  

   

１．当四半期決算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



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 3,949,504 5,292,729

受取手形・完成工事未収入金等 7,083,830 5,108,934

有価証券 5,099,943 4,599,434

未成工事支出金 1,875,025 1,728,852

材料貯蔵品 98,559 98,608

その他 1,112,735 331,674

貸倒引当金 △58,000 △43,000

流動資産合計 19,161,598 17,117,234

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,204,620 1,191,104

土地 2,614,888 2,614,888

その他（純額） 908,256 944,474

有形固定資産合計 4,727,765 4,750,467

無形固定資産   

のれん 260,117 249,279

その他 111,823 114,229

無形固定資産合計 371,940 363,508

投資その他の資産   

投資有価証券 4,560,764 4,044,322

その他 1,470,599 1,308,170

貸倒引当金 △27,345 △27,260

投資その他の資産合計 6,004,018 5,325,232

固定資産合計 11,103,724 10,439,208

資産合計 30,265,323 27,556,443

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,725,885 2,813,266

未払法人税等 171,377 12,869

未成工事受入金 962,669 724,162

完成工事補償引当金 1,000 12,000

賞与引当金 213,040 40,445

工事損失引当金 34,167 50,345

その他 749,097 1,038,133

流動負債合計 6,857,238 4,691,221

固定負債   

退職給付引当金 676,022 666,695

その他 619,452 615,305

固定負債合計 1,295,474 1,282,001

負債合計 8,152,712 5,973,223



（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 5,907,978 5,907,978

資本剰余金 5,512,143 5,512,143

利益剰余金 14,091,380 13,595,962

自己株式 △885,203 △885,216

株主資本合計 24,626,299 24,130,868

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △138,464 △182,543

土地再評価差額金 △2,338,999 △2,338,999

為替換算調整勘定 △36,223 △26,105

その他の包括利益累計額合計 △2,513,688 △2,547,648

純資産合計 22,112,610 21,583,219

負債純資産合計 30,265,323 27,556,443



（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   

完成工事高 3,021,997 3,367,790

売上原価   

完成工事原価 2,517,981 3,170,508

売上総利益   

完成工事総利益 504,015 197,282

販売費及び一般管理費 541,834 562,267

営業損失（△） △37,818 △364,984

営業外収益   

受取利息 25,518 15,452

受取配当金 13,427 13,348

複合金融商品評価益 19,968 24,381

貸倒引当金戻入額 － 17,007

その他 20,250 7,927

営業外収益合計 79,164 78,117

営業外費用   

為替差損 1,953 28,500

その他 11,384 2,599

営業外費用合計 13,337 31,100

経常利益又は経常損失（△） 28,008 △317,967

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12,031 －

投資有価証券売却益 487 －

特別利益合計 12,519 －

特別損失   

投資有価証券評価損 86,500 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,446 －

その他 630 －

特別損失合計 114,577 －

税金等調整前四半期純損失（△） △74,049 △317,967

法人税、住民税及び事業税 36,236 10,045

法人税等調整額 26,231 81,692

法人税等合計 62,467 91,737

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △136,517 △409,704

四半期純損失（△） △136,517 △409,704



（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（△） △136,517 △409,704

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,222 △44,078

為替換算調整勘定 1,964 10,118

その他の包括利益合計 △7,258 △33,960

四半期包括利益 △143,775 △443,664

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △143,775 △443,664

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。  

  

（１）受注の状況  

  工種別受注高                                    (単位：百万円）  

  

  

  

（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

４．補足情報

  

      区 分         

      

  

前第１四半期連結累計期間 

(平成22年４月１日から 

平成22年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 

(平成23年４月１日から 

平成23年６月30日まで) 

     比較増減 

金 額  構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 増減率(%)

 法 面 保 護 工 事 353 11.0 640  17.4 287 81.2 

 ダ ム 基 礎 工 事 156 4.9 131 3.6  △24 △15.9

 ア ン カ ー 工 事 624 19.4 432 11.8 △192 △30.8

 重  機  工  事 575 17.9 669 18.2  94 16.3 

 注  入  工  事 677 21.1  1,266  34.4  588 86.8 

 維 持 修 繕 工 事 215 6.7  56  1.5 △158 △73.6

 環 境 保 全 工 事 154 4.8  158  4.3  3  2.4 

 そ の 他 土 木 工 事 269 8.4 148  4.0  △121 △44.9

 建設コンサル・地質調査 185 5.8  175  4.8  △9 △5.3

 合   計 3,212 100.0  3,678  100.0  466 14.5 
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