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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 6,815 2.0 373 18.9 348 17.3 157 278.3
23年12月期第1四半期 6,682 5.1 314 △27.1 297 △26.7 41 △52.9

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 230百万円 （175.8％） 23年12月期第1四半期 83百万円 （―％）

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12月期第1四半期 14.40 ―

23年12月期第1四半期 3.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年12月期第1四半期 22,709 7,831 29.7 616.91
23年12月期 20,958 7,644 31.6 605.10

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  6,747百万円 23年12月期  6,618百万円

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12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

24年12月期 ―

24年12月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 12,000 △4.4 520 △3.2 500 △3.7 220 16.7 20.11
通期 25,000 △2.4 1,100 △14.5 1,050 △15.8 470 △11.0 42.97

-1-



(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  

(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
半期財務諸表に対する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予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づき作成したものであり、今後当社を取り巻く経済状況等の変
化により、上記の予想数値とは異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】Ｐ．５「１．当四半期決算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」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12月期1Q 11,532,630 株 23年12月期 11,532,630 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 594,298 株 23年12月期 594,298 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 10,938,332 株 23年12月期1Q 10,938,332 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四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る景気停滞から徐々に回復が見られ

る一方で、欧州の債務危機による世界経済の減速や円高の長期化、原油価格の高騰や電力供給不安等により景気の

先行きは不透明な状況が続いております。 

 建設業界におきましては、東日本大震災からの復旧・復興需要が見込まれるものの、その他の公共工事の削減

や、民間設備投資の低迷から受注環境は依然として厳しい状況で推移しております。 

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、前連結会計年度に引き続き企画・提案営業の強化による

受注活動に努めました。 

 以上の結果、当社グループの業績につきましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において引渡

棟数が増加したこと等から、売上高は前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

 利益につきましては、売上高の増加等に伴い、連結営業利益は前年同期比 ％増の 百万円、連結経常利益

は前年同期比 ％増の 百万円となりました。連結四半期純利益につきましては、前期に資産除去債務会計基

準の適用に伴う特別損失計上の影響から、前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、下記のセグメント別営業利益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおります。 

  

＜建設事業＞ 

 建設事業セグメントに関しましては、建築土木工事において好調に受注は推移したものの、当第１四半期連結累

計期間の完成には至らず、売上高は前年同期比 ％減の 百万円、営業利益は前年同期比 ％減の 百万

円となりました。 

  

＜設備事業＞ 

 設備事業セグメントに関しましては、連結子会社である三樹エンジニアリング株式会社において、収益性の高い

大型工事の完成があったことから、売上高は前年同期比 ％増の 百万円、営業利益は前年同期比 ％増

の 百万円となりました。 

  

＜住宅事業＞ 

 住宅事業セグメントに関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において、前年同期と比較

して引渡棟数が増加した影響により、売上高は前年同期比 ％増の 百万円となりました。営業利益につきま

しては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において、人員の増加に伴い販売費及び一般管理費が増加

した影響等により、営業利益は前年同期比 ％減の 百万円となりました。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 不動産賃貸事業セグメントに関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社において賃貸物件の

収入が増加したこと等により、売上高は前年同期比 ％増の 百万円となりました。営業利益に関しましては

売上高の増加による影響等から、前年同期比 ％増の 百万円となりました。 

  

＜その他事業＞ 

 その他事業セグメントに関しましては、連結子会社である株式会社リブライフにおいて運営する飲食事業の売上

が前年を下回った結果、売上高は前年同期比 ％減の 百万円、営業損失 百万円（前年同期 営業損失 百万円）

となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、建設仮勘定、受取手形・完成工事未収入金等及びたな卸

資産の増加等により、 百万円（前連結会計年度末は 百万円）となりました。 

 負債につきましては、短期借入金、支払手形・工事未払金等及び長期借入金の増加等により、 百万円（前

連結会計年度末は 百万円）となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益による利益剰余金の増加等により 百万円（前連結会計年度末は

百万円）となりました。    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

2.0 6,815

18.9 373

17.3 348

278.3 157

14.8 1,611 13.8 82

11.8 1,035 34.3

46

6.7 3,824

34.9 106

31.2 278

211.4 63

4.4 65 4 4

22,709 20,958

14,878

13,313

7,831 7,644
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月10日に公表いたしました平成24年12月期第２四半期累計期間及び通期連結の業績予想に変更はあり

ません。 

  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

   

（３）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。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,065,414 1,225,196

受取手形・完成工事未収入金等 1,449,860 1,827,471

たな卸資産 3,600,980 3,881,206

預け金 342,084 523,599

繰延税金資産 117,120 117,401

未収還付法人税等 7,922 －

その他 224,792 183,358

貸倒引当金 △11,885 △13,574

流動資産合計 6,796,290 7,744,658

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,145,548 4,236,282

機械・運搬具（純額） 20,179 18,514

工具器具・備品（純額） 722,689 733,073

土地 7,246,706 7,246,706

リース資産（純額） 476,677 561,213

建設仮勘定 215,996 804,964

有形固定資産合計 12,827,799 13,600,755

無形固定資産 27,011 30,872

投資その他の資産   

投資有価証券 458,843 485,412

破産更生債権等 1,661 1,061

繰延税金資産 280,413 277,719

その他 639,182 648,624

貸倒引当金 △72,840 △79,293

投資その他の資産合計 1,307,259 1,333,525

固定資産合計 14,162,070 14,965,153

資産合計 20,958,360 22,709,811
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,443,631 1,701,187

短期借入金 1,770,000 2,200,000

1年内返済予定の長期借入金 874,040 874,040

リース債務 178,584 203,759

未払法人税等 106,569 193,138

未成工事受入金 1,576,215 1,493,806

賞与引当金 119,387 204,031

役員賞与引当金 10,500 18,800

完成工事補償引当金 187,119 187,439

工事損失引当金 20,000 48,543

資産除去債務 7,500 7,500

その他 654,243 1,116,978

流動負債合計 6,947,790 8,249,224

固定負債   

社債 800,000 800,000

長期借入金 4,287,158 4,461,198

リース債務 293,309 354,015

退職給付引当金 258,978 258,504

役員退職慰労引当金 251,722 255,705

資産除去債務 171,817 179,971

その他 302,790 320,014

固定負債合計 6,365,777 6,629,409

負債合計 13,313,567 14,878,634

純資産の部   

株主資本   

資本金 764,815 764,815

資本剰余金 705,825 705,825

利益剰余金 5,273,189 5,386,940

自己株式 △107,829 △107,829

株主資本合計 6,636,000 6,749,750

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △17,232 △1,817

その他の包括利益累計額合計 △17,232 △1,817

少数株主持分 1,026,025 1,083,244

純資産合計 7,644,792 7,831,177

負債純資産合計 20,958,360 22,709,811
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 6,682,085 6,815,233

売上原価 5,158,018 5,189,926

売上総利益 1,524,066 1,625,306

販売費及び一般管理費 1,209,604 1,251,399

営業利益 314,461 373,906

営業外収益   

受取利息 2,581 3,355

持分法による投資利益 － 2,593

その他 6,801 4,980

営業外収益合計 9,383 10,929

営業外費用   

支払利息 18,057 16,489

社債利息 1,036 1,063

持分法による投資損失 272 －

シンジケートローン手数料 3,000 3,000

貸倒引当金繰入額 － 7,387

その他 4,444 8,615

営業外費用合計 26,811 36,556

経常利益 297,033 348,279

特別利益   

投資有価証券売却益 － 515

会員権売却益 2,837 －

特別利益合計 2,837 515

特別損失   

固定資産除却損 3,807 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 141,232 －

特別損失合計 145,040 －

税金等調整前四半期純利益 154,830 348,795

法人税、住民税及び事業税 75,639 134,072

法人税等合計 75,639 134,072

少数株主損益調整前四半期純利益 79,191 214,722

少数株主利益 37,559 57,218

四半期純利益 41,632 157,503
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 79,191 214,722

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,252 15,415

その他の包括利益合計 4,252 15,415

四半期包括利益 83,444 230,138

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 45,884 172,919

少数株主に係る四半期包括利益 37,559 57,218
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 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）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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