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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 6,370 39.3 △59 ― △45 ― △11 ―
24年3月期第1四半期 4,573 △25.0 △137 ― △120 ― △50 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △130百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △115百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △0.36 ―
24年3月期第1四半期 △1.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 35,339 14,470 40.8
24年3月期 39,077 14,733 37.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  14,403百万円 24年3月期  14,662百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 13,000 1.2 △80 ― △100 ― △50 ― △1.51
通期 35,000 0.1 400 △29.1 360 △40.8 200 △30.3 6.04
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(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Ｐ.3 「2. サマリー情報(注記事項)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」 をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 （注）詳細は、添付資料Ｐ.3 「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 （3） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 をご覧ください。 

(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
四半期連結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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 34,367,644 株 24年3月期 34,367,644 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,237,121 株 24年3月期 1,237,101 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 33,130,535 株 24年3月期1Q 33,138,540 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧やエコカー補助金効果による自動車販売台数の回

復などを背景に、個人消費や雇用が改善しつつあり、景気は全体として緩やかに持ち直しています。 

 しかしながら、先行きについては、欧州債務危機や円高による景気の下ぶれや電力問題を懸念する状況が続いて

います。 

  一方、建設市場においては、東日本大震災の復旧・復興のために政府建設投資は増加し、民間建設投資も緩やか

な回復基調の継続が見込まれています。新潟県内においても新設住宅着工件数の増加や災害復旧工事等の公共工事

が増加しています。 

  このような経営環境のなか、当社グループは事業の一層の伸張を期して鋭意事業活動を展開してまいりました結

果、前期からの繰越工事が増加したことにより、第１四半期の売上高は63億70百万円（前年同期比39.3％増）と大

幅増となりました。 

  損益面につきましては、売上高の増加と継続的な原価低減策により、経常損失45百万円（前年同期は経常損失1

億20百万円）、四半期純損失11百万円（前年同期は四半期純損失50百万円）となりました。 

  セグメントの業績は、次のとおりです。 

   （建設事業） 

  建設事業におきましては、期初繰越工事が多かったことにより、売上高は55億7百万円（前年同期比45.0％ 

  増）となり、セグメント損失は1億2百万円（前年同期はセグメント損失1億65百万円）となりました。  

  なお、建設事業では、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半

 期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、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。 

（不動産事業） 

    不動産事業におきましては、宅地販売の減少により、売上高は2億72百万円（前年同期比5.3％減）となり、セ

  グメント損失は17百万円（前年同期はセグメント損失8百万円）となりました。 

（建材製造販売事業） 

  建材製造販売事業におきましては、販売量の増加により、売上高は1億18百万円（前年同期比7.2％増）とな  

  り、セグメント利益は18百万円（前年同期比132.6％増）となりました。 

（その他） 

  その他の事業におきましては、ソフトウェア開発の売上及びゴルフ場の集客数の増加等により、売上高は4億 

 70百万円（前年同期比24.8％増）となり、セグメント利益は49百万円（前年同期比40.6％増）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は、受取手形・完成工事未収入金等の売掛債権の減少等により前連結会計

  年度末より37億38百万円減少し、353億39百万円となりました。 

   負債につきましては、支払手形・工事未払金等の買掛債務及び借入金の減少等により、前連結会計年度末より34

  億74百万円減少し、208億69百万円となりました。 

   純資産につきましては、利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末より2億63百万円減少し、144億

  70百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年５月15日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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。なお、 

 法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」とし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 

   （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更等） 

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に 

 取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

   これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半 

  期純損失はそれぞれ214千円減少しております。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,003,030 6,245,252

受取手形・完成工事未収入金等 13,655,905 6,917,967

販売用不動産 455,029 572,476

商品 3,521 3,687

未成工事支出金等 2,506,056 4,535,850

材料貯蔵品 66,844 68,557

その他 1,369,583 1,090,814

貸倒引当金 △24,174 △13,458

流動資産合計 23,035,798 19,421,147

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,747,846 4,716,870

土地 7,841,364 7,842,509

その他（純額） 970,163 978,246

有形固定資産合計 13,559,374 13,537,626

無形固定資産 169,602 158,099

投資その他の資産   

その他 2,402,530 2,312,068

貸倒引当金 △89,425 △89,317

投資その他の資産合計 2,313,104 2,222,751

固定資産合計 16,042,080 15,918,477

資産合計 39,077,879 35,339,624

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 9,511,414 7,797,451

短期借入金 5,547,556 3,704,266

未払法人税等 38,740 19,915

未成工事受入金 1,701,602 2,370,523

引当金   

賞与引当金 336,066 78,679

役員賞与引当金 8,620 －

完成工事補償引当金 23,366 25,802

工事損失引当金 242,697 142,829

その他 758,521 632,065

流動負債合計 18,168,584 14,771,533



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 1,600,490 1,539,788

引当金   

退職給付引当金 2,117,713 2,079,187

役員退職慰労引当金 393,077 397,823

債務保証損失引当金 207,685 202,368

資産除去債務 8,520 8,548

その他 1,848,082 1,870,029

固定負債合計 6,175,569 6,097,744

負債合計 24,344,154 20,869,278

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,315,671 5,315,671

資本剰余金 5,359,413 5,359,413

利益剰余金 4,713,546 4,373,290

自己株式 △156,208 △156,211

株主資本合計 15,232,422 14,892,163

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △45,691 △161,001

土地再評価差額金 △523,994 △328,092

その他の包括利益累計額合計 △569,686 △489,093

少数株主持分 70,987 67,277

純資産合計 14,733,724 14,470,346

負債純資産合計 39,077,879 35,339,624



（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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,573,871 6,370,125

売上原価 3,996,100 5,650,628

売上総利益 577,770 719,496

販売費及び一般管理費 715,520 779,363

営業損失（△） △137,749 △59,866

営業外収益   

受取利息 2,705 322

受取配当金 15,550 14,155

受取手数料 3,600 1,900

その他 16,019 16,014

営業外収益合計 37,876 32,392

営業外費用   

支払利息 21,085 17,986

その他 12 △2

営業外費用合計 21,097 17,983

経常損失（△） △120,971 △45,457

特別利益   

固定資産売却益 17,870 －

債務保証損失引当金戻入額 5,317 5,317

その他 － 800

特別利益合計 23,188 6,118

特別損失   

固定資産売却損 40 －

固定資産除却損 522 6

投資有価証券評価損 － 5,394

その他 － 0

特別損失合計 562 5,401

税金等調整前四半期純損失（△） △98,346 △44,740

法人税等 △53,125 △29,197

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △45,220 △15,542

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,615 △3,710

四半期純損失（△） △50,836 △11,832



（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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △45,220 △15,542

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70,301 △115,310

その他の包括利益合計 △70,301 △115,310

四半期包括利益 △115,522 △130,852

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △121,137 △127,142

少数株主に係る四半期包括利益 5,615 △3,710



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（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） 

前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）          （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、ソフトウェアの開発及び販

売、有料老人ホームの運営、ゴルフ場の運営事業、産業廃棄物処理施設の賃貸事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△6,505千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

   

当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）          （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、ソフトウェアの開発及び販

売、有料老人ホームの運営、ゴルフ場の運営事業、産業廃棄物処理施設の賃貸事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△7,395千円は、セグメント間取引消去であります。 

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

（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

（５）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 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

建設事業 
不動産事

業 
建材製造販
売事業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
3,797,774  288,122 110,582 4,196,480 377,390  4,573,871 － 4,573,871

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

1,984  19,640 2,298 23,923 34,528  58,451  △58,451 －

計 3,799,758  307,763 112,881 4,220,403 411,919  4,632,323  △58,451 4,573,871

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 

△165,565  △8,707 7,818 △166,455 35,210  △131,244  △6,505 △137,749

  

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 

建設事業 
不動産事

業 
建材製造販
売事業 

計 

売上高               

外部顧客への

売上高 
5,507,763  272,965 118,536 5,899,265 470,859  6,370,125 － 6,370,125

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

111,749  20,091 1,638 133,479 30,041  163,521  △163,521 －

計 5,619,512  293,057 120,175 6,032,745 500,901  6,533,646  △163,521 6,370,125

セグメント利益

又はセグメント

損失(△) 

△102,546  △17,633 18,187 △101,991 49,521  △52,470  △7,395 △59,866



   

   

 ① 連結受注実績                                    （単位：千円） 

  

 ② 連結売上実績                                    （単位：千円） 

  

 ③ 提出会社単独の建設事業受注高、売上高及び繰越高の状況               （単位：百万円） 

４．補足情報

           

  

 セグメントの名称  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日） 

 建設事業 7,042,697  6,493,764  32,779,453

 不動産事業 288,122  272,965  954,134

 建材製造販売事業 110,582  118,536  553,786

  報告セグメント計 7,441,402  6,885,266  34,287,374

 その他 377,390  423,016  1,939,162

 合計 7,818,793  7,308,283  36,226,537

           

  

 セグメントの名称  

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日） 

 建設事業 3,797,774  5,507,763  31,588,999

 不動産事業 288,122  272,965  954,134

 建材製造販売事業 110,582  118,536  553,786

  報告セグメント計 4,196,480  5,899,265  33,096,920

 その他 377,390  470,859  1,884,238

 合計 4,573,871  6,370,125  34,981,158

  
前第１四半期累計期間 

（Ｈ23.4.1～Ｈ23.6.30)  

 当第１四半期累計期間 

（Ｈ24.4.1～Ｈ24.6.30)  
増減 

  

  
官公庁 民間 計(A) 

構成比 

(%) 
官公庁 民間 計(B) 

構成比 

(%)  

金額 

(B-A)

率 

(%) 

受 

  

注 

  

高 

土木 2,364 1,731 4,095 63.2 728 1,249 1,977 33.8 △2,117 △51.7

建築 427 1,951 2,379 36.8 830 3,043 3,873 66.2 1,494 62.8

計 2,791 3,682 6,474 100.0 1,558 4,292 5,851 100.0 △623 △9.6

構成比(%) 43.1 56.9 100.0 26.6 73.4 100.0

売 

  

上 

  

高 

土木 849 555 1,404 38.9 1,202 969 2,172 40.5 768 54.7

建築 549 1,659 2,208 61.1 320 2,870 3,190 59.5 982 44.5

計 1,398 2,214 3,613 100.0 1,523 3,839 5,363 100.0 1,750 48.4

構成比(%) 38.7 61.3 100.0 28.4 71.6 100.0

繰 

  

越 

  

高 

土木 7,876 2,890 10,767 54.7 7,531 4,163 11,694 63.0 927 8.6

建築 1,771 7,135 8,907 45.3 1,724 5,156 6,881 37.0 △2,025 △22.7

計 9,648 10,025 19,674 100.0 9,255 9,320 18,575 100.0 △1,098 △5.6

構成比(%) 49.0 51.0 100.0 49.8 50.2 100.0
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