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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 10,112 △13.0 119 △78.4 190 △70.5 313 △39.4
23年3月期第3四半期 11,625 △28.6 552 53.2 646 52.7 516 74.4

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3四半期 14.19 ―
23年3月期第3四半期 23.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 23,115 16,401 71.0
23年3月期 24,508 16,722 68.2
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  16,401百万円 23年3月期  16,722百万円

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  ：  有  
24年3月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当2円00銭  80周年記念配当1円00銭 

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
24年3月期 ― 2.00 ―
24年3月期（予想） 3.00 5.00

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 17,000 2.8 400 △47.3 500 △41.4 500 △32.7 22.67



(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3Q 22,375,865 株 23年3月期 22,375,865 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 326,384 株 23年3月期 324,201 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,050,894 株 23年3月期3Q 22,054,381 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おりません。 

※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。業績予想に関する事項は添付資料２ページをご参照ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、国内需要においては設備投資が緩やかな増加基調となり、個人消

費も底堅く推移しております。しかしながら輸出や生産は、海外経済の減速や円高、タイの洪水の影響もあり、横

ばいの動きとなり持ち直しの動きは鈍化しております。 

当業界におきましては、橋梁事業は発注量が年々縮小しており、全盛期の３分の１近くまで落ち込む状況の中、

受注量の確保に向けて企業間の戦いがより熾烈になっております。鉄構事業におきましては、首都圏では超高層ビル

の発注があるものの、鉄骨の需要動向は依然「東高西低」に推移し、絶対量が不足する中で、受注をめぐる価格競争

が激化しております。 

このような状況のもとで、当社は平成24年３月期の業績予想を上回る結果を残すべく、全社一丸となって取り組

んでまいりました。しかしながら、当第３四半期会計期間が橋梁事業における工場製作の端境期に当たり、生産高

が減少したことで、当第３四半期累計期間の売上高は10,112百万円（前年同四半期比13.0％減）、営業利益119百万

円（前年同四半期比78.4％減）、経常利益190百万円（前年同四半期比70.5％減）、四半期純利益は313百万円（前

年同四半期比39.4％減）とそれぞれ前年同四半期を下回る結果となりました。 

受注状況につきましては、当第３四半期累計期間の受注高は橋梁事業で前年同四半期の実績を大幅に上回ったも

のの、鉄構事業での受注は伸び悩み、合計では7,657百万円（前年同四半期比10.8％減）となり、当第３四半期会計

期間末の受注残高は14,489百万円（前年同四半期比6.9％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の総資産は、23,115百万円で前事業年度末比1,393百万円の減少となりました。その主な

要因は完成工事未収入金および有価証券の減少であります。負債は、前事業年度末比1,072百万円減少し、6,713百

万円となりました。主な要因は短期借入金、工事未払金および工事損失引当金の減少であります。純資産は利益剰

余金の増加とその他有価証券評価差額金の減少により、前事業年度末比320百万円減少し、16,401百万円となりまし

た。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間における経営成績は低調に推移いたしましたが、第４四半期に、完成工事高が集中する業界

の特性から、通期の業績予想につきましては、当初予想を据え置いております。 

   

（１）四半期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。 

   

（２）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。 

  

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３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,520,105 2,480,960

受取手形・完成工事未収入金 8,361,925 7,518,017

有価証券 496,189 －

未成工事支出金 140,815 599,711

材料貯蔵品 4,432 6,929

その他 324,037 171,770

貸倒引当金 △26,190 △23,690

流動資産合計 11,821,315 10,753,699

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,320,438 4,321,175

減価償却累計額 △2,997,986 △3,062,042

建物・構築物（純額） 1,322,452 1,259,133

機械・運搬具 3,550,416 3,584,367

減価償却累計額 △3,084,143 △3,136,052

機械・運搬具（純額） 466,272 448,314

土地 5,641,056 5,641,056

その他 869,651 934,337

減価償却累計額 △808,507 △812,116

その他（純額） 61,143 122,221

有形固定資産合計 7,490,924 7,470,726

無形固定資産   

ソフトウエア 89,866 67,770

その他 9,092 9,060

無形固定資産合計 98,958 76,831

投資その他の資産   

投資有価証券 4,261,390 3,996,792

従業員に対する長期貸付金 91,779 85,218

その他 855,992 821,088

貸倒引当金 △111,957 △89,290

投資その他の資産合計 5,097,203 4,813,808

固定資産合計 12,687,087 12,361,366

資産合計 24,508,403 23,115,065



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 3,365,706 2,930,099

短期借入金 2,700,000 2,400,000

未払法人税等 33,320 22,940

未成工事受入金 427,850 592,132

賞与引当金 137,840 56,008

工事損失引当金 841,180 415,754

その他 92,183 144,446

流動負債合計 7,598,081 6,561,380

固定負債   

退職給付引当金 163,400 127,157

その他 24,873 24,873

固定負債合計 188,273 152,031

負債合計 7,786,355 6,713,412

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,706

利益剰余金 7,071,018 7,295,934

自己株式 △139,393 △139,786

株主資本合計 16,719,042 16,943,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,005 △541,912

評価・換算差額等合計 3,005 △541,912

純資産合計 16,722,048 16,401,653

負債純資産合計 24,508,403 23,115,065



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

完成工事高 11,625,506 10,112,201

完成工事原価 10,204,104 9,130,584

完成工事総利益 1,421,401 981,616

販売費及び一般管理費 868,407 862,411

営業利益 552,994 119,205

営業外収益   

受取利息 21,109 19,873

受取配当金 46,459 46,722

その他 54,998 38,926

営業外収益合計 122,567 105,522

営業外費用   

支払利息 17,215 12,604

支払保証料 6,435 7,245

和解金 － 10,806

その他 5,129 3,275

営業外費用合計 28,780 33,932

経常利益 646,782 190,795

特別利益   

投資有価証券償還益 － 196,500

特別利益合計 － 196,500

特別損失   

投資有価証券評価損 116,240 60,314

特別損失合計 116,240 60,314

税引前四半期純利益 530,541 326,980

法人税、住民税及び事業税 14,130 13,860

法人税等合計 14,130 13,860

四半期純利益 516,411 313,120



（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

売上及び受注の状況

売 上 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 7,832 67.4 6,733 66.6 11,321 68.4

鉄 構 3,793 32.6 3,378 33.4 5,221 31.6

11,625 100.0 10,112 100.0 16,543 100.0

受 注 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 4,566 53.2 6,729 87.9 8,108 54.5

鉄 構 4,018 46.8 928 12.1 6,777 45.5

8,585 100.0 7,657 100.0 14,886 100.0

受 注 残 高

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 11,107 71.4 11,157 77.0 11,160 65.9

鉄 構 4,453 28.6 3,332 23.0 5,782 34.1

15,560 100.0 14,489 100.0 16,943 100.0

期  別 

(平成23年3月31日現在）

前事業年度末

(22.4.1～22.12.31） (23.4.1～23.12.31） (22.4.1～23.3.31）

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

(22.4.1～23.3.31）

４．補足情報

前事業年度

計

期  別 前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末

(平成22年12月31日現在） (平成23年12月31日現在）

計

計

期  別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

(22.4.1～22.12.31） (23.4.1～23.12.31）
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