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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 3,149 △6.5 △40 ― △53 ― 16 ―
23年3月期第2四半期 3,367 △11.3 △262 ― △280 ― △275 ―

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2四半期 1.69 ―
23年3月期第2四半期 △27.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 6,833 4,285 62.7
23年3月期 7,151 4,317 60.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,285百万円 23年3月期  4,317百万円

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
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 8,880 24.6 100 ― 130 ― 100 ― 10.23



(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2Q 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 348,245 株 23年3月期 53,245 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,897,588 株 23年3月期2Q 9,948,646 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中であります。 

※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。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】P.3「(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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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による落ち込みからの回復が続いていますが、米国

経済の低迷及び欧州経済の悪化による円高の影響等により回復の速度は鈍化しております。 

東日本の復興政策は、いまだ明確にならず建設業界におきましては、第３次補正予算の成立の遅れ等、期待され

た復興需要の本格化が遅れる状況下、厳しい受注環境が続いております。  

当社の場合は、主として地盤注入工（ＣＰＧ、ジェットグラウト、３Ｄ・ＥＸ注入、自在ボーリング技術他）、

アンカー・斜面安定工（永久アンカー、ソイルネイリング他）、地盤改良工(ＤＪＭ、ＷＩＬＬ他)等の地盤関連技

術の専門工事に特化し、時代のニーズに合った新技術の開発及び改良を行い、固有の技術力の向上を図りつつ相応

した事業規模で「選択と集中」を基本戦略として堅実に経営を続けております。また、当社の保有している多くの

地盤関連工法及び技術により、国土復興に貢献しております。特に、ＣＰＧリフト工法（住宅の沈下修正、地盤強

化）及びＶ－ＪＥＴ工法（新高圧噴射攪拌工法：大口径と高速施工）を新たに追加し、受注、完成工事高及び利益

等の事業計画達成に全力を挙げて取り組んでおります。 

受注工事高につきましては、公共工事の削減、一部工事の発注時期の遅れにより32億26百万円（前年同期比

％増）となりました。 

完成工事高につきましては、前事業年度からの繰越工事高の減少及び当第２四半期累計期間の受注工事高の減少

により、31億49百万円(前年同期比 ％減)となりました。 

利益面につきましては、完成工事高の減少により、営業損失は40百万円（前年同期は２億62百万円の営業損

失）、経常損失は53百万円（前年同期は２億80百万円の経常損失）となりました。また、固定資産売却に伴う特別

利益が発生したため、四半期純利益は16百万円（前年同期は２億75百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（東京支店） 

地盤注入工、地盤改良工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は17億89百万円（前年同期

比 ％増）となり、セグメント利益は１億18百万円（前年同期比 ％増）となりました。  

（名古屋支店） 

地盤注入工、アンカー・斜面安定工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は５億円（前年

同期比 ％増）となり、セグメント利益は７百万円（前年同期は６百万円のセグメント損失）となりました。

（関西支店） 

地盤注入工、地盤改良工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は３億41百万円（前年同期

比 ％増）となり、セグメント利益は36百万円（前年同期は24百万円のセグメント損失）となりました。  

（台北支店） 

地盤注入工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は２億22百万円（前年同期比 ％減）

となり、セグメント損失は２百万円（前年同期は40百万円のセグメント利益）となりました。  
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（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

第２四半期会計期間末の総資産につきましては、68億33百万円であり、前事業年度末に比べ３億17百万円減少

となりました。主な要因は、現金預金の減少及び売上債権の増加によるものであります。  

総負債につきましては、25億47百万円であり、前事業年度末に比べ２億86百万円の減少となりました。主な要

因は、仕入債務の減少、未払金の減少及び役員退職慰労金の支払いに伴う引当金の取崩しによるものでありま

す。 

純資産につきましては、42億85百万円であり、前事業年度末に比べ31百万円減少となりました。自己資本比率

は62.7％（前事業年度末は60.4％）となっております。  

   

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ５億19

百万円減少し、13億70百万円となりました。その内訳は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は４億19百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

これは主に、売上債権の増加及び仕入債務の減少によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は40百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

これは主に、定期預金の預入、固定資産の取得及び売却によるものであります。 

   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は49百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

これは主に、自己株式の取得によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しでありますが、東日本大震災による景気の落ち込みからの回復は続いておりますが、急激な円高等

の影響により回復の速度は鈍化しております。 

このような状況の中で建設業界におきましては、第３次補正予算の成立の遅れ等、期待された復興需要の本格化

が遅れる状況下、厳しい受注環境が続いております。 

このような厳しい環境のもと、受注面につきましては当社の得意分野である耐震、液状化防止、沈下修正、災害

復旧及び土壌改良等の環境関連分野に積極的に営業展開してまいります。また、特に当事業年度より実用化しまし

たＶ－ＪＥＴ工法（新高圧噴射攪拌工法）の営業を全社一丸となり推進してまいります。海外工事につきまして

は、台湾及び香港を中心とする東南アジア市場を重視してまいります。 

施工面につきましては、安全施工を 優先とし施工品質を確保しつつ創意工夫による効率的な現場管理を徹底

し、コストダウンを図り工事利益の確保に取り組んでまいりますので、現段階において平成23年５月13日に公表い

たしました「平成23年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」でお知らせした平成24年３月期の通期の業績予想

については変更ございません。  
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２．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,180,393 1,724,566

受取手形・完成工事未収入金等 2,235,698 2,434,101

未成工事支出金 123,367 166,265

その他 118,192 68,587

貸倒引当金 △36,886 △25,361

流動資産合計 4,620,765 4,368,159

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 263,532 247,037

機械・運搬具（純額） 528,115 517,883

土地 270,938 250,283

その他（純額） 33,984 32,125

有形固定資産合計 1,096,570 1,047,330

無形固定資産 28,089 25,448

投資その他の資産   

投資有価証券 865,122 853,616

その他 560,872 557,626

貸倒引当金 △20,036 △18,778

投資その他の資産合計 1,405,959 1,392,464

固定資産合計 2,530,619 2,465,242

資産合計 7,151,384 6,833,402

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,854,962 1,704,711

短期借入金 500,000 500,000

未払金 131,015 80,571

未払法人税等 11,333 9,140

未成工事受入金 32,375 105,518

完成工事補償引当金 700 700

工事損失引当金 15,000 －

賞与引当金 44,076 14,648

その他 46,795 39,378

流動負債合計 2,636,259 2,454,668

固定負債   

繰延税金負債 10,708 7,521

退職給付引当金 18,233 18,233

役員退職慰労引当金 139,884 52,565

その他 28,969 15,007

固定負債合計 197,796 93,328

負債合計 2,834,055 2,547,996



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 904,737 904,737

利益剰余金 2,903,775 2,920,514

自己株式 △6,849 △50,804

株主資本合計 4,301,662 4,274,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,666 10,958

評価・換算差額等合計 15,666 10,958

純資産合計 4,317,329 4,285,405

負債純資産合計 7,151,384 6,833,402



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

完成工事高 3,367,890 3,149,975

売上高合計 3,367,890 3,149,975

売上原価   

完成工事原価 3,184,333 2,815,191

売上原価合計 3,184,333 2,815,191

売上総利益   

完成工事総利益 183,557 334,783

売上総利益合計 183,557 334,783

販売費及び一般管理費 446,269 374,889

営業損失（△） △262,712 △40,105

営業外収益   

受取利息 4,482 4,688

受取配当金 17,428 19,281

その他 6,809 7,077

営業外収益合計 28,720 31,047

営業外費用   

支払利息 3,333 3,262

為替差損 34,051 39,844

その他 8,812 1,029

営業外費用合計 46,197 44,136

経常損失（△） △280,189 △53,194

特別利益   

前期損益修正益 12,351 －

固定資産売却益 1,050 80,941

特別利益合計 13,401 80,941

特別損失   

固定資産売却損 － 2,318

ゴルフ会員権売却損 2,989 －

その他 40 －

特別損失合計 3,029 2,318

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △269,817 25,427

法人税、住民税及び事業税 5,861 8,688

法人税等合計 5,861 8,688

四半期純利益又は四半期純損失（△） △275,678 16,739



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△269,817 25,427

減価償却費 89,714 77,378

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,295 △12,782

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 100 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） △20,500 △15,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,925 △29,428

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,403 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,768 △87,318

受取利息及び受取配当金 △21,911 △23,970

支払利息 3,333 3,262

固定資産除売却損益（△は益） △1,050 △78,622

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 2,989 －

売上債権の増減額（△は増加） 316,467 △198,403

未成工事支出金の増減額（△は増加） 127,594 △42,897

破産更生債権等の増減額（△は増加） 8,050 －

仕入債務の増減額（△は減少） △384,385 △135,519

未成工事受入金の増減額（△は減少） △23,064 73,142

その他 21,047 18,535

小計 △193,287 △426,195

利息及び配当金の受取額 21,042 24,292

利息の支払額 △3,333 △3,262

法人税等の支払額 △12,577 △13,952

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,155 △419,118

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △166,000 △78,000

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 1,708 4,194

有形及び無形固定資産の取得による支出 △10,313 △83,752

有形固定資産の売却による収入 1,300 116,217

投資有価証券の取得による支出 △153,274 △691

ゴルフ会員権の売却による収入 3,073 －

貸付けによる支出 △5,000 －

貸付金の回収による収入 4,979 5,913

その他の支出 △932 △4,500

その他の収入 3,999 191

投資活動によるキャッシュ・フロー △320,459 △40,427

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △239 △43,955

配当金の支払額 △49,748 －

その他 △4,871 △5,342

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,859 △49,297

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,086 △10,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △589,560 △519,426

現金及び現金同等物の期首残高 2,111,965 1,890,033

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,522,405 1,370,606



該当事項はありません。  

  

  

第１四半期会計期間より、組織変更による報告セグメントの区分を変更しております。  

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの完成工事高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                      （単位：千円）  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、仙台支店、広島支

店、九州支店等を含めて記載しております。  

２． セグメント利益の調整額 千円には、主に工事損失引当金戻入額 千円、社内損料

として計算した減価償却費・機械等修繕費と四半期損益計算書計上額との差額 千円、賞与

引当金取崩額と繰入額との差額 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一

般管理費であります。  

３． セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日）  

１．報告セグメントごとの完成工事高及び利益又は損失の金額に関する情報  

                                      （単位：千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、仙台支店、広島支

店、九州支店等を含めて記載しております。  

２． セグメント利益の調整額 千円には、主に工事損失引当金戻入額 千円、社内損料

として計算した減価償却費・機械等修繕費と四半期損益計算書計上額との差額 千円、賞与

引当金取崩額と繰入額との差額 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一

般管理費であります。  

３． セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期会計期間より、経営の効率化及び迅速化また時代の変化に対応することを目的とした組織変更

を行っております。 

セグメントに関わる変更内容は、前事業年度における報告セグメントの対象でありました「東京第一事業

部」、「東京第二事業部」、「東京第三事業部」及び「その他」事業セグメントの「地盤再生事業部」、

「リニューアル事業室」を統合し「東京支店」としました。 

なお、前第２四半期累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成

したものを表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント

その他
（注１）

合計 調整額 
（注２） 

四半期
損益計算
書計上額
(注３) 東京支店 

名古屋 
支 店 

関西支店 台北支店 計 

 完成工事高  1,652,694  382,889 241,543 695,313 2,972,441 395,449  3,367,890  － 3,367,890

セグメント利益

又は損失(△) 
 31,129  △6,745 △24,886 40,785 40,283 △46,903  △6,620  △256,092 △262,712

△256,092 20,500

15,058

14,879

△306,792

  

報告セグメント

その他
（注１）

合計 調整額 
（注２） 

四半期
損益計算
書計上額
(注３) 東京支店 

名古屋 
支 店 

関西支店 台北支店 計 

 完成工事高  1,789,224  500,402 341,898 222,173 2,853,699 296,276  3,149,975  － 3,149,975

セグメント利益

又は損失(△) 
 118,052  7,078 36,703 △2,670 159,163 18,598  177,761  △217,867 △40,105

△217,867 15,000

12,868

14,655

△257,750



  

当社は、平成23年９月26日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、当第２四半期会計期間に

おいて、 株、総額 千円を取得いたしました。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

295,000 43,955

（７）重要な後発事象
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