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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 20,448 10.4 273 ― 273 555.4 185 ―
23年3月期第3四半期 18,518 8.0 20 △94.4 41 △89.0 △36 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 231百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △36百万円 （―％）

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3四半期 9.97 ―
23年3月期第3四半期 △1.99 ―

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 19,568 4,670 23.9
23年3月期 18,908 4,476 23.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,670百万円 23年3月期  4,476百万円

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 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、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 30,200 5.9 590 △3.7 600 △5.2 280 △2.6 15.09



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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 
業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 18,555,000 株 23年3月期 18,555,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 4,739 株 23年3月期 4,615 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 18,550,291 株 23年3月期3Q 18,550,385 株



個別業績予想 

(％表示は通期は対前期) 

 
(注) 当四半期における個別業績予想の修正有無 ： 無 

  

１．業績予想につきまして、現時点においては、「平成23年３月期 決算短信」(平成23年５月13日付)

にて公表したものから変更はありません。 

２．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

売上高 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 ％ 円  銭

通期 30,000 6.2 600 △6.3 280 △4.5 15.09

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により低下した企業生産活動に

緩やかな回復の動きが見られたものの、欧州諸国の金融債務危機が再燃し、世界的な景気減速が懸念され

るとともに、円高の長期化等の要因により、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いています。  

 道路建設業界におきましては、大震災に対する復興需要をはじめ、補正予算の効果もあり公共投資は底

堅い動きとなっておりますが、主原料のストレートアスファルト価格の高止まりに加え、被災地以外の公

共事業の縮減は継続されており、受注競争が一段と激しさを増すなど、厳しい市場環境・受注環境となり

ました。 

 このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)は、積極的な営業展開

と工事管理の強化、製造・販売事業の拡大を図りつつ、受注高と利益の確保に努めてまいりました。 

当社グループの第３四半期連結累計期間の業績は、受注高は216億62百万円(前年同期比25.7％増加)、

売上高は204億48百万円(前年同期比10.4％増加)、経常利益は２億73百万円(前年同期比555.4％増加)、四

半期純利益は１億85百万円(前年同期は四半期純損失36百万円)となりました。 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、下半期特に第４四半期に偏る季節的要因があ

るため、第３四半期の経営成績は全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

資産合計は、未成工事支出金の増加等により前連結会計年度末と比べ６億59百万円増加して195億68百

万円となりました。 

 負債合計は、未成工事受入金の増加等により同４億65百万円増加して148億97百万円となりました。 

 純資産合計は、四半期純利益１億85百万円の計上等により同１億94百万円増加して46億70百万円となり

ました。 

  

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日公表の連結業績予想値に変更はあり

ません。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 （税金費用の計算） 

当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法を採用しております。 

  

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

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 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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3．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,675 3,077

受取手形・完成工事未収入金等 10,618 10,007

未成工事支出金 741 1,965

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 124 114

その他 530 351

貸倒引当金 △30 △30

流動資産合計 14,662 15,488

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 924 957

機械及び装置（純額） 297 262

土地 2,677 2,479

その他（純額） 37 43

有形固定資産合計 3,936 3,743

無形固定資産 76 100

投資その他の資産

破産更生債権等 39 20

その他 262 263

貸倒引当金 △69 △48

投資その他の資産合計 233 235

固定資産合計 4,246 4,079

資産合計 18,908 19,568

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,905 10,823

未払法人税等 159 100

未成工事受入金 847 1,533

完成工事補償引当金 11 11

賞与引当金 1 1

工事損失引当金 67 68

資産除去債務 6 6

その他 622 559

流動負債合計 12,621 13,106

固定負債

退職給付引当金 1,305 1,362

資産除去債務 56 63

その他 449 364

固定負債合計 1,810 1,791

負債合計 14,432 14,897
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 1,463 1,701

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,334 4,572

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 0

土地再評価差額金 140 97

その他の包括利益累計額合計 141 97

純資産合計 4,476 4,670

負債純資産合計 18,908 19,568
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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３四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

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

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

売上高 18,518 20,448

売上原価 17,168 18,864

売上総利益 1,350 1,583

販売費及び一般管理費 1,329 1,309

営業利益 20 273

営業外収益

受取利息 23 0

消費税等還付加算金 － 4

雑収入 11 8

営業外収益合計 35 13

営業外費用

支払利息 3 0

支払保証料 9 12

雑支出 1 1

営業外費用合計 14 13

経常利益 41 273

特別利益

前期損益修正益 4 －

固定資産売却益 5 4

特別利益合計 9 4

特別損失

固定資産売却損 1 4

固定資産除却損 3 2

投資有価証券評価損 3 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 －

特別損失合計 53 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△2 270

法人税等 34 85

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△36 185

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36 185
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(四半期連結包括利益計算書)

(第３四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△36 185

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △1

土地再評価差額金 － 47

その他の包括利益合計 0 46

四半期包括利益 △36 231

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △36 231
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 該当事項はありません。 

  

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

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

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

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

  

 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

(セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 14,964 3,554 18,518 ― 18,518 ― 18,518

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 1,259 1,259 ― 1,259 △1,259 ―

計 14,964 4,814 19,778 ― 19,778 △1,259 18,518

セグメント利益 688 661 1,350 ― 1,350 ― 1,350

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 16,685 3,763 20,448 ― 20,448 ― 20,448

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 1,369 1,369 ― 1,369 △1,369 ―

計 16,685 5,132 21,817 ― 21,817 △1,369 20,448

セグメント利益 861 722 1,583 ― 1,583 ― 1,583

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 この四半期個別貸借対照表は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

4. (参考) 四半期個別財務諸表

(1) 四半期個別貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第３四半期会計期間

(平成23年３月31日) (平成23年12月31日)
資産の部

流動資産
現金預金 2,572 3,063
受取手形・完成工事未収入金等 10,609 9,982
未成工事支出金 741 1,948
販売用不動産 2 2
材料貯蔵品 124 114
その他 526 349
貸倒引当金 △31 △31
流動資産合計 14,546 15,429

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物(純額) 924 957
機械及び装置(純額) 297 262
土地 2,677 2,479
その他(純額) 37 43
有形固定資産合計 3,936 3,743

無形固定資産 75 100
投資その他の資産

破産更生債権等 39 20
その他 320 283
貸倒引当金 △69 △48
投資その他の資産合計 290 255

固定資産合計 4,303 4,099
資産合計 18,850 19,529

負債の部
流動負債

支払手形・工事未払金等 10,899 10,827
未払法人税等 159 100
未成工事受入金 847 1,524
完成工事補償引当金 11 11
工事損失引当金 67 68
資産除去債務 6 6
その他 598 542
流動負債合計 12,590 13,083

固定負債
退職給付引当金 1,298 1,355
資産除去債務 56 63
その他 449 364
固定負債合計 1,803 1,783

負債合計 14,394 14,866
純資産の部

株主資本
資本金 1,329 1,329
資本剰余金 1,541 1,541
利益剰余金 1,444 1,694
自己株式 △0 △0
株主資本合計 4,314 4,565

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1 0
土地再評価差額金 140 97
評価・換算差額等合計 141 97

純資産合計 4,456 4,662
負債純資産合計 18,850 19,529

三井住建道路㈱(1776)　平成24年３月期　第３四半期決算短信

－9－



  

 
 この四半期個別損益計算書は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

 (2)  四半期個別損益計算書

  (第３四半期累計期間)

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
 至 平成22年12月31日)  至 平成23年12月31日)

売上高 18,454 20,358

売上原価 17,123 18,784

売上総利益 1,331 1,574

販売費及び一般管理費 1,290 1,284

営業利益 40 289

営業外収益

受取利息 23 0

消費税等還付加算金 ― 4

雑収入 11 8

営業外収益合計 34 13

営業外費用

支払利息 3 0

支払保証料 9 12

雑支出 1 1

営業外費用合計 14 13

経常利益 61 289

特別利益

前期損益修正益 4 ―

固定資産売却益 5 4

関係会社清算益 ― 1

特別利益合計 9 5

特別損失

固定資産売却損 1 4

固定資産除却損 3 2

投資有価証券評価損 3 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 ―

特別損失合計 53 7

税引前四半期純利益 17 287

法人税等 40 89

四半期純利益又は四半期純損失(△) △23 197
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

 
(注) １．受注高は当第３四半期までの累計額 

 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

 
(注) パーセント表示は、構成比率 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

以 上 

5. 補足情報

(1) 四半期個別業績の概要

 平成24年３月期第３四半期の個別業績(平成23年４月１日～平成23年12月31日)

 ① 個別経営成績(累計)

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 20,358 10.3 289 605.7 289 368.9 197 ―

23年３月期第３四半期 18,454 8.5 40 △89.4 61 △84.5 △23 ―

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 10.63 ―

23年３月期第３四半期 △1.26 ―

 ② 個別財政状態

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 19,529 4,662 23.9

23年３月期 18,850 4,456 23.6

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 4,662百万円 23年３月期 4,456百万円

(2) 四半期個別受注の概要

 ① 個別受注実績(平成23年４月１日～平成23年12月31日)

受 注 高

百万円 ％

24年３月期第３四半期 21,514 26.8

23年３月期第３四半期 16,966 △29.3

前第３四半期
 (自 平成22年４月１日

至 平成22年12月31日)

当第３四半期
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

比較増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 官  公  庁 5,538 32.6 8,192 38.1 2,654 47.9

部 民     間 7,870 46.4 9,552 44.4 1,682 21.4

門 計 13,408 79.0 17,745 82.5 4,336 32.3

製 品 等 部 門 3,557 21.0 3,769 17.5 212 6.0

合       計 16,966 100.0 21,514 100.0 4,548 26.8

 ② 個別受注予想(平成23年４月１日～平成24年３月31日)

通   期

百万円 ％

24年３月期予想 28,000 16.0

23年３月期実績 24,135 △24.3
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