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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 70,066 △7.4 △183 ― △558 ― △1,060 ―
23年3月期第3四半期 75,647 △6.0 325 △79.7 17 △98.5 27 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1,232百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △232百万円 （―％）

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 △16.70 ―
23年3月期第3四半期 0.43 ―

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 82,721 21,208 25.6
23年3月期 89,802 22,505 24.9
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  21,166百万円 23年3月期  22,358百万円

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  
平成２４年３月期の期末配当予想については未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定であります。 

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 ― ― ― 1.00 1.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） ― ―

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  ：  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 101,760 △12.7 460 △64.1 10 △98.8 △780 ― △12.29



(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いません。 

※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およ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3Q 67,170,143 株 23年3月期 67,170,143 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,682,849 株 23年3月期 3,677,657 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 63,490,040 株 23年3月期3Q 63,497,058 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による復興需要等により景気後退から持ち直し

てきてはいるものの、欧州諸国の政府財政危機、米国での雇用の低迷、タイにおける洪水などにより世界経済は依

然厳しい状況にあり国内経済においても、歴史的な円高、デフレ等の長期化により景気の先行きは不透明な状況が

続いております。 

  当社グループの主要事業である建設業界においては、公共投資は、東日本大震災の復旧・復興を除いて低調な状

況が続き厳しい状況であります。又、民間建設投資は緩やかな回復基調が続くとみておりますが受注競争の激化、

労務費の上昇等、非常に厳しい状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは引続き採算性を重視した選別受注、原価の圧縮及び徹底した経費節減に

取り組みましたが、売上高が70,066百万円（前年同期比7.4％減）、売上総利益が3,112百万円（前年同期比19.9%

減）となりましたことから、営業損失が183百万円（前年同期は営業利益325百万円）、経常損失が558百万円（前

年同期は経常利益17百万円）となり、四半期純損失は1,060百万円（前年同期は四半期純利益27百万円）となりま

した。  

 なお、当社グループの主たる事業である土木事業及び建築事業においては、契約による工事の完成引渡が第４四

半期連結会計期間に集中しているため、第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変

動があります。  

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金預金が4,886百万円、受取手形・完

成工事未収入金等が658百万円、破産更生債権等が997百万円減少したこと等により、資産合計は7,080百万円減少

した82,721百万円となりました。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比べ、支払手形・工事未払金等が7,663百万減少したこと等により、負債合計

は5,783百万円減少した61,513百万円となりました。純資産の部は前連結会計年度末に比べ1,297百万円減少した

21,208百万円となり、自己資本比率は25.6％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月11日に公表しました通期の業績予想を修正しています。 

  詳細については、本日公表しました「特別利益の計上及び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



２．四半期連結財務諸表 
（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 19,154 14,268

受取手形・完成工事未収入金等 46,496 45,837

未成工事支出金等 3,368 4,071

短期貸付金 30 25

繰延税金資産 321 331

その他 4,998 3,576

貸倒引当金 △288 △278

流動資産合計 74,082 67,833

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,804 4,781

機械、運搬具及び工具器具備品 9,183 8,760

土地 6,808 7,044

リース資産 25 25

建設仮勘定 － 49

減価償却累計額 △11,038 △10,836

有形固定資産合計 9,782 9,824

無形固定資産 159 143

投資その他の資産   

投資有価証券 3,074 3,006

長期貸付金 740 709

破産更生債権等 1,050 52

繰延税金資産 610 642

その他 1,648 1,519

貸倒引当金 △1,347 △1,010

投資その他の資産合計 5,777 4,920

固定資産合計 15,720 14,888

資産合計 89,802 82,721



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 39,019 31,356

短期借入金 7,005 6,705

コマーシャル・ペーパー － 1,396

未払法人税等 257 85

未成工事受入金 4,964 6,385

預り金 3,809 3,955

完成工事補償引当金 238 247

賞与引当金 175 3

工事損失引当金 1,189 872

訴訟損失引当金 － 181

その他 562 613

流動負債合計 57,222 51,804

固定負債   

繰延税金負債 311 232

退職給付引当金 7,287 7,228

訴訟損失引当金 101 6

その他 2,374 2,240

固定負債合計 10,074 9,709

負債合計 67,296 61,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,100 5,100

資本剰余金 3,688 3,688

利益剰余金 13,973 12,849

自己株式 △650 △651

株主資本合計 22,111 20,986

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 249 179

繰延ヘッジ損益 △2 －

その他の包括利益累計額合計 247 179

少数株主持分 147 41

純資産合計 22,505 21,208

負債純資産合計 89,802 82,721



（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 75,647 70,066

売上原価 71,761 66,953

売上総利益 3,885 3,112

販売費及び一般管理費 3,560 3,295

営業利益又は営業損失（△） 325 △183

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 39 38

受取保険金 40 12

株式割当益 22 －

営業譲受債権回収益 37 1

その他 28 59

営業外収益合計 173 117

営業外費用   

支払利息 185 138

支払保証料 38 34

為替差損 200 282

その他 57 37

営業外費用合計 481 493

経常利益又は経常損失（△） 17 △558

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8 －

退職給付制度改定益 53 －

固定資産売却益 101 40

投資有価証券売却益 147 －

その他 1 0

特別利益合計 312 40

特別損失   

固定資産除売却損 39 12

減損損失 9 21

環境対策費 8 －

損害賠償金 － 302

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9 －

災害による損失 － 160

その他 7 94

特別損失合計 74 591

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（△）

255 △1,109

法人税、住民税及び事業税 364 108

法人税等調整額 △34 △52

法人税等合計 330 56

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △74 △1,165

少数株主損失（△） △102 △105

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27 △1,060



（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損失（△） △74 △1,165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △147 △69

繰延ヘッジ損益 △9 2

その他の包括利益合計 △157 △67

四半期包括利益 △232 △1,232

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △129 △1,127

少数株主に係る四半期包括利益 △102 △105



 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） 

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 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、セグメント間取引消去である。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

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） 

 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 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、セグメント間取引消去である。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っている。 

  

 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

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注１）  

四半期連結損益

計算書計上額 
（注２）  土木事業 建築事業 その他の事業 計 

売上高                                    

  外部顧客に対する売上高  40,337  32,901  2,408  75,647  －  75,647

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  12  518  530  △530  －

計  40,337  32,914  2,926  76,178  △530  75,647

セグメント利益又は損失

（△） 
 580  △114  △127  339  △13  325

△13

  
  

報告セグメント 
調整額 
（注１）  

四半期連結損益

計算書計上額 
（注２）  土木事業 建築事業 その他の事業 計 

売上高                                    

  外部顧客に対する売上高  34,812  33,461  1,792  70,066  －  70,066

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  9  421  431  △431  －

計  34,812  33,470  2,214  70,497  △431  70,066

セグメント利益又は損失

（△） 
 677  △658  △193  △174  △8  △183

△8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

（１）四半期個別受注の概況 

個別受注実績                  （単位：百万円）         

  （注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率を示します。 

   

  

３．補足情報

   受 注 高      

24年３月期第３四半期    49,082       % △12.3     

23年３月期第３四半期  55,962        % 6.4     

（注）１．受注高は、当該四半期までの累計金額です。  

   ２．パーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。 

  

（参考）受注実績内訳                             （単位：百万円） 

区   分 
平成23年３月期 

第３四半期累計期間

平成24年３月期 

第３四半期累計期間
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

土 

木 

 国内官公庁 25,230  ( %)45.1 19,536  ( %)39.8       △5,694      △22.6% 

 国内民間 1,734  ( %)3.1 1,812   ( %)3.7         77         4.5% 

 海外 831  ( %)1.5 341 ( %)0.7        △490      △58.9% 

 計 27,796  ( %)49.7 21,689  ( %)44.2       △6,107      △22.0% 

建 

築 

 国内官公庁 8,405 ( %)15.0 8,210  ( %)16.7       △194       △2.3% 

 国内民間 19,737  ( %)35.3 19,030  ( %)38.8          △706       △3.6% 

 海外 22   ( %)0.0 151   ( %)0.3          128       572.6% 

 計 28,165  ( %)50.3 27,392  ( %)55.8          △773       △2.7% 

合 

計 

 国内官公庁 33,636  ( %)60.1 27,747  ( %)56.5       △5,889      △17.5% 

 国内民間 21,472  ( %)38.4 20,842  ( %)42.5        △629       △2.9% 

 海外 853   ( %)1.5 492 ( %)1.0        △361      △42.3% 

 計 55,962 ( %)100.0 49,082 ( %)100.0       △6,880 △12.3% 
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