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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年7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6月期第3四半期 32,324 △14.9 4,931 △27.4 5,129 △26.7 2,785 △36.8
23年6月期第3四半期 37,984 △8.3 6,794 △4.9 6,993 △4.7 4,409 5.6

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 2,909百万円 （△34.6％） 23年6月期第3四半期 4,451百万円 （―％）

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6月期第3四半期 103.47 ―
23年6月期第3四半期 161.39 ―

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6月期第3四半期 62,239 46,923 75.4 1,743.31
23年6月期 58,410 45,225 77.4 1,680.22
（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  46,923百万円 23年6月期  45,225百万円

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6月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
24年6月期 ― 20.00 ―
24年6月期（予想） 26.00 46.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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 45,500 △4.1 6,800 △11.3 7,100 △11.2 4,000 △16.4 148.61



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいており、実際の業績
は、様々な要素により記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、添付資料P.3「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」をご覧ください。 

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6月期3Q 29,102,590 株 23年6月期 29,102,590 株
② 期末自己株式数 24年6月期3Q 2,186,455 株 23年6月期 2,186,342 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 26,916,179 株 23年6月期3Q 27,318,547 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年7月1日～平成24年3月31日）の国内建設市場は建設投資の減少

による受注競争の激化が依然続いており、公共工事についても補正予算成立の遅れなどにより本格的発

注が平成２４年２月以降となるなど、受注環境は引き続き厳しい状況となりました。 

このような環境の中、NEXCO各社や首都高速道路などの高速道路会社および国交省をはじめとする公

共工事を積極的に受注した結果、受注高は前年同期比 11.2%増の39,370百万円となりました。売上高に

ついては、受注ずれ込みの影響のため、出来高消化が進まなかったこと及び、耐震補強材をはじめとす

る工事材料売上も低調であったため前年同期比 14.9%減の 32,324百万円となりました。 

損益については、売上高の減少により営業利益は4,931百万円(前年同期比 1,862百万円減)、経常利

益は5,129百万円(前年同期比 1,863百万円減)となりました。また、四半期純利益は売上高の減による

利益の減少に加え、法人税率引き下げに関連する法律の公布に伴う繰延税金資産の取り崩しを計上した

ため、 2,785百万円(前年同期比 1,623百万円減)となりました。 

  

各セグメントにおける、受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。 

 
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,829百万円増加し、62,239百万

円となり、負債は、2,131百万円増加し15,316百万円となりました。主な要因は受取手形・完成工事未

収入金等の増加と支払手形・工事未払金等の増加によるものです。純資産は、1,698百万円増加し

46,923百万円となりました。主な要因は利益剰余金の増加によるものです。 

１．当四半期決算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

受注実績 （単位：百万円）

区 分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成23年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
  至 平成24年３月31日)

国内建設 34,177 38,205（  11.8%）

その他 1,241 1,164（ △6.2%）

合 計 35,418 39,370（  11.2%）

表中の百分率は、対前年増減率

売上実績 （単位：百万円）

区 分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年７月１日 
  至 平成23年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
  至 平成24年３月31日)

国内建設 36,743 31,159（△15.2%）

その他 1,241 1,164（ △6.2%）

合 計 37,984 32,324（△14.9%）

表中の百分率は、対前年増減率

受注残高 （単位：百万円）

区 分
前第３四半期連結会計期間末

（平成23年３月31日)
当第３四半期連結会計期間末 

（平成24年３月31日)

国内建設 13,928 19,704（  41.5%）

その他 ―  ―（    ―%）

合 計 13,928 19,704（  41.5%）

表中の百分率は、対前年増減率

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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第３四半期の受注動向等の業績を踏まえ、平成23年８月９日に公表した通期の業績予想を修正しまし

た。 

 
通期の業績見通しにつきましては、「（１）連結経営成績に関する定性情報」に記載のとおり、受注ず

れ込みの影響が第４四半期についても見込まれるため、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも前

回予想を下回る見込みであります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（通期の連結業績予想数値の修正）

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益 
（百万円）

1株当たり
当期純利益 
（円）

前回発表予想（Ａ） 48,600 7,700 8,000 4,800 178.33

今回修正予想（Ｂ） 45,500 6,800 7,100 4,000 148.61

増減額（Ｂ－Ａ） △3,100 △900 △900 △800 ―

増 減 率（％） △6.4 △11.7 △11.3 △16.7 ―

（ご参考）前期実績 

（平成23年６月期）
47,430 7,664 7,994 4,784 175.77

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６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 7,310 6,237

受取手形・完成工事未収入金等 12,508 17,103

有価証券 11,970 11,915

未成工事支出金 6 43

その他のたな卸資産 680 634

繰延税金資産 210 255

その他 842 498

貸倒引当金 △74 △73

流動資産合計 33,456 36,615

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,819 3,696

機械装置及び運搬具（純額） 49 38

工具、器具及び備品（純額） 134 107

土地 8,706 8,706

建設仮勘定 11 12

有形固定資産合計 12,722 12,560

無形固定資産 110 127

投資その他の資産   

投資有価証券 8,992 9,964

繰延税金資産 1,487 1,342

その他 1,794 1,766

貸倒引当金 △152 △137

投資その他の資産合計 12,121 12,935

固定資産合計 24,954 25,624

資産合計 58,410 62,239
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(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 7,696 10,549

未払法人税等 1,891 685

未成工事受入金 663 537

賞与引当金 － 374

役員賞与引当金 35 －

完成工事補償引当金 30 20

工事損失引当金 27 37

災害損失引当金 12 －

その他 795 1,004

流動負債合計 11,154 13,208

固定負債   

繰延税金負債 0 0

土地再評価に係る繰延税金負債 452 396

退職給付引当金 1,279 1,425

役員退職慰労引当金 24 15

その他 274 270

固定負債合計 2,031 2,108

負債合計 13,185 15,316

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 11,453 13,027

自己株式 △3,742 △3,743

株主資本合計 48,723 50,297

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113 181

土地再評価差額金 △3,574 △3,518

為替換算調整勘定 △37 △37

その他の包括利益累計額合計 △3,498 △3,374

純資産合計 45,225 46,923

負債純資産合計 58,410 62,239
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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７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 37,984 32,324

売上原価 29,036 25,154

売上総利益 8,948 7,169

販売費及び一般管理費 2,154 2,237

営業利益 6,794 4,931

営業外収益   

受取利息 96 91

受取配当金 24 23

受取保険金 29 50

その他 77 58

営業外収益合計 228 224

営業外費用   

支払手数料 10 10

賃貸費用 10 8

その他 8 7

営業外費用合計 29 26

経常利益 6,993 5,129

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 7 27

投資有価証券償還益 555 －

その他 0 －

特別利益合計 563 27

特別損失   

固定資産除却損 16 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

その他 － 9

特別損失合計 22 24

税金等調整前四半期純利益 7,533 5,132

法人税、住民税及び事業税 3,080 2,281

法人税等調整額 44 66

法人税等合計 3,124 2,347

少数株主損益調整前四半期純利益 4,409 2,785

四半期純利益 4,409 2,785
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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７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７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 4,409 2,785

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 48 68

土地再評価差額金 － 56

為替換算調整勘定 △5 △0

その他の包括利益合計 42 124

四半期包括利益 4,451 2,909

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,451 2,909

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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７月１日 至 平成23年３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 

 
（注)１ 「その他」には、「海外建設」、「製品製造事業」を含んでいます。 

２ セグメント利益の調整額の内訳は次の通りです。 

 
（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年７月１日 至 平成24年３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 

 
（注)１ 「その他」には、「海外建設」、「製品製造事業」を含んでいます。 

２ セグメント利益の調整額の内訳は次の通りです。 

 
（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)国内建設

売上高

(1)外部顧客への売上高 36,743 1,241 37,984 － 37,984

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

10 2,616 2,627 △2,627 －

計 36,754 3,857 40,611 △2,627 37,984

セグメント利益 6,315 447 6,762 31 6,794

金額
（百万円）

セグメント間取引消去によるもの 138

セグメントに配分していない全社費用(注) △109

その他の調整額 2

計 31

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)国内建設

売上高

(1)外部顧客への売上高 31,159 1,164 32,324 － 32,324

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 1,946 1,946 △1,946 －

計 31,159 3,110 34,270 △1,946 32,324

セグメント利益 4,524 386 4,910 21 4,931

金額
（百万円）

セグメント間取引消去によるもの 125

セグメントに配分していない全社費用(注) △108

その他の調整額 4

計 21

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ショーボンドホールディングス㈱ (1414) 平成24年6月期 第3四半期決算短信

－8－


