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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 4,978 △8.1 △65 ― △72 ― 0 ―
23年3月期第3四半期 5,415 △13.6 △204 ― △198 ― △204 ―

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 0.01 ―
23年3月期第3四半期 △20.52 ―

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 6,953 4,263 61.3
23年3月期 7,151 4,317 60.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,263百万円 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  ：  有   

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 7,300 2.5 △30 ― △30 ― 30 ― 3.07



(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 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3Q 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3Q 9,815,644 株 23年3月期3Q 9,948,317 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.2「(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３四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傾向にありますが、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、昨年末に本格的な復興に向けた第３次補正予算が成立し、補正予算合計で約19兆円が組ま

れ、今後５年間での復興事業に充てられることになります。しかしながら予算成立の遅れにより、期待された復興

需要の本格化が遅れる状況下、建設業界におきましては、今なお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、受注工事高、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46億38百万円（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３四半期累計期間の工事受注の低迷に

より、49億78百万円(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65百万円（前年同期は２億４百万円の営業損

失）、経常損失は72百万円（前年同期は１億98百万円の経常損失）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0.1百万円（前年同期は２億４百万円の四半期純損失）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27億14百万円（前年同期

比 ％減）となり、セグメント利益は1億92百万円（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９億77百万円

（前年同期比 ％増）となり、セグメント利益は12百万円（前年同期比 ％増）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５億13百万円（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29百万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３億61百万円（前年同期比 ％減）

となり、セグメント利益は11百万円（前年同期比 ％減）となりました。  

   

（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 

当第３四半期会計期間末の総資産につきましては、69億53百万円であり、前事業年度末に比べ１億97百万円の

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、26億90百万円であり、前事業年度末に比べ１億43百万円の減少となりました。主な要

因は、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、42億63百万円であり、前事業年度末に比べ53百万円の減少となりました。自己資本比

率は61.3％（前事業年度末は60.4％）となっております。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期の業績予想につきましては、「平成23年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」（平成

23年５月13日）で公表いたしました通期の業績予想について修正しております。詳しくは、本日別途公表（平成24

年２月10日）いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 2,180,393 1,442,791

受取手形・完成工事未収入金等 2,235,698 2,798,966

未成工事支出金 123,367 266,514

その他 118,192 75,154

貸倒引当金 △36,886 △29,278

流動資産合計 4,620,765 4,554,148

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 263,532 243,209

機械・運搬具（純額） 528,115 485,266

土地 270,938 250,283

その他（純額） 33,984 29,061

有形固定資産合計 1,096,570 1,007,820

無形固定資産 28,089 22,951

投資その他の資産   

投資有価証券 865,122 838,627

その他 560,872 553,638

貸倒引当金 △20,036 △23,566

投資その他の資産合計 1,405,959 1,368,698

固定資産合計 2,530,619 2,399,470

資産合計 7,151,384 6,953,618

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,854,962 1,841,043

短期借入金 500,000 500,000

未払金 131,015 64,589

未払法人税等 11,333 11,416

未成工事受入金 32,375 128,477

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 9,119

その他 46,795 44,194

流動負債合計 2,636,259 2,599,539

固定負債   

繰延税金負債 10,708 3,038

退職給付引当金 18,233 18,233

役員退職慰労引当金 139,884 56,746

その他 28,969 12,705

固定負債合計 197,796 90,723

負債合計 2,834,055 2,690,263



（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) 

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 2,903,890

自己株式 △6,849 △50,804

株主資本合計 4,301,662 4,257,823

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,666 5,530

評価・換算差額等合計 15,666 5,530

純資産合計 4,317,329 4,263,354

負債純資産合計 7,151,384 6,953,618



（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) 

売上高   

完成工事高 5,415,515 4,978,143

売上高合計 5,415,515 4,978,143

売上原価   

完成工事原価 4,973,178 4,488,976

売上原価合計 4,973,178 4,488,976

売上総利益   

完成工事総利益 442,337 489,167

売上総利益合計 442,337 489,167

販売費及び一般管理費 647,222 554,924

営業損失（△） △204,884 △65,757

営業外収益   

受取利息 7,838 7,531

受取配当金 20,182 22,311

その他 9,175 7,142

営業外収益合計 37,195 36,985

営業外費用   

支払利息 4,966 4,874

為替差損 16,403 34,746

その他 8,961 4,133

営業外費用合計 30,331 43,755

経常損失（△） △198,020 △72,526

特別利益   

前期損益修正益 2,406 －

固定資産売却益 3,344 86,339

特別利益合計 5,751 86,339

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（△） △195,298 11,493

法人税、住民税及び事業税 8,796 11,377

法人税等合計 8,796 11,377

四半期純利益又は四半期純損失（△） △204,094 115



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） 

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）  

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３四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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  2,999,961  680,273 329,634 776,770 4,786,640 628,875  5,415,515  － 5,415,515

セグメント利益

又は損失(△) 
 154,428  5,462 △29,023 51,675 182,543 △42,268  140,275  △345,160 △204,884

△345,160 20,500

57,132

17,764

△443,958

  

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  2,714,971  977,928 513,959 361,818 4,568,677 409,466  4,978,143  － 4,978,143

セグメント利益  192,521  12,576 36,721 11,882 253,701 20,627  274,329  △340,086 △65,757

△340,086 15,000

14,937

17,408

△382,163



   

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、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。   

   

   

（５）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

（６）重要な後発事象
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