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（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  10,275  14.8  △628  －  △738  －  △548  －

24年３月期第１四半期  8,951  △14.1  △756  －  △856  －  △545  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △672百万円 （ ％）－   24年３月期第１四半期 △596百万円 （ ％）－

  
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  △12.63  －

24年３月期第１四半期  △12.58  －

  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  84,731  27,328  32.2

24年３月期  90,397  28,304  31.3

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 27,323百万円   24年３月期 28,298百万円 

  
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  － 7.00 －  7.00 14.00

25年３月期  －      

25年３月期（予想）  5.00 －  6.00 11.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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）  28,000  △9.1  1,000  △67.1  790  △71.8  350  △78.5  8.06

通期  63,000  1.0  2,000  △35.5  1,500  △43.1  900  △30.5  20.74

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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） 25年３月期１Ｑ 44,607,457株 24年３月期 44,607,457株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,203,613株 24年３月期 1,203,577株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 43,403,844株 24年３月期１Ｑ 43,403,997株

 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ます。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おります。

 本資料に記載されている業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであ

り、最終の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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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我が国の経済は、復興需要等を背景として緩やかに持ち直し

の傾向が見られるものの、欧州債務問題の長期化や円高、電力供給に対する懸念などの影響によ

り、引き続き先行きが不透明な状況にありました。 

建設業界におきましても、住宅投資に持ち直しの動きは見られるものの、民間設備投資は全体と

して低水準で推移するなど、依然厳しい市場環境が続きました。 

このような環境のもと、当社グループは新たに将来を見据えた組織改革を実施し、差別化戦略の

基盤である技術開発能力、設計能力、施工管理能力のさらなる強化に取組んでまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が 百万円（前年同四半期比 %

増）、営業損失が 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）、経常損失が 百万円（前年同

四半期は 百万円の損失）、四半期純損失が 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）とな

りました。 

売上高の区分につきましては、完成工事高が 百万円(前年同四半期比 %増）、内訳は一

般建築工事が 百万円（前年同四半期比 ％減）、耐震補強工事が 百万円（前年同四半

期比 ％増）、土木工事が 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。また、不動産

の売買・賃貸事業、仮設資機材賃貸事業、ゴルフ場経営事業等を内訳とする兼業事業売上高が

百万円（前年同四半期比 ％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の残高は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。 

負債の残高は、借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万

円となりました。 

純資産の残高は、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 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 

平成24年５月９日に公表いたしました平成25年３月期の連結業績予想につきましては、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 

該当事項はありません。 

   

（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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

10,275 14.8

628 756 738

856 548 545

8,436 10.8

3,487 6.5 1,822

9.4 3,127 40.8

1,838 37.8

5,665 84,731

4,689 57,402

976 27,328

２．サマリー情報（注記事項）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：百万円）

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 11,747 14,169

受取手形・完成工事未収入金等 18,784 9,134

未成工事支出金 3,980 6,053

販売用不動産 20,805 20,882

商品及び製品 17 27

材料貯蔵品 284 155

繰延税金資産 358 793

その他 1,830 1,298

貸倒引当金 △43 △21

流動資産合計 57,764 52,493

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 20,082 20,122

機械、運搬具及び工具器具備品 2,490 2,532

土地 15,717 15,717

リース資産 37 37

建設仮勘定 － 23

減価償却累計額 △11,347 △11,451

有形固定資産合計 26,980 26,982

無形固定資産 331 325

投資その他の資産   

投資有価証券 2,248 2,059

繰延税金資産 1,123 1,076

その他 2,083 1,934

貸倒引当金 △205 △202

投資その他の資産合計 5,250 4,867

固定資産合計 32,563 32,174

繰延資産   

社債発行費 69 63

繰延資産合計 69 63

資産合計 90,397 84,731
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,214 10,824

短期借入金 19,372 16,090

1年内償還予定の社債 1,140 1,140

未払法人税等 224 40

未成工事受入金 1,317 2,545

完成工事補償引当金 179 177

工事損失引当金 17 38

役員賞与引当金 45 12

その他 1,848 2,451

流動負債合計 37,359 33,322

固定負債   

社債 4,280 4,210

長期借入金 12,771 12,584

退職給付引当金 2,783 2,738

役員退職慰労引当金 690 382

資産除去債務 77 78

再評価に係る繰延税金負債 300 300

その他 3,828 3,786

固定負債合計 24,732 24,080

負債合計 62,092 57,402

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 21,157 20,305

自己株式 △575 △575

株主資本合計 34,634 33,782

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 293 170

土地再評価差額金 △6,629 △6,629

その他の包括利益累計額合計 △6,335 △6,459

少数株主持分 5 4

純資産合計 28,304 27,328

負債純資産合計 90,397 84,731
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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：百万円）

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   

完成工事高 7,616 8,436

兼業事業売上高 1,334 1,838

売上高合計 8,951 10,275

売上原価   

完成工事原価 6,629 7,340

兼業事業売上原価 987 1,425

売上原価合計 7,616 8,766

売上総利益   

完成工事総利益 987 1,096

兼業事業総利益 347 412

売上総利益合計 1,334 1,509

販売費及び一般管理費 2,090 2,137

営業損失（△） △756 △628

営業外収益   

受取利息 1 3

受取配当金 21 26

その他 20 27

営業外収益合計 44 57

営業外費用   

支払利息 132 120

その他 12 47

営業外費用合計 144 167

経常損失（△） △856 △738

特別利益   

固定資産売却益 1 －

受取保険金 － 100

その他 － 9

特別利益合計 1 109

特別損失   

役員退職慰労金 － 196

その他 8 35

特別損失合計 8 232

税金等調整前四半期純損失（△） △863 △861

法人税、住民税及び事業税 38 12

法人税等調整額 △354 △324

法人税等合計 △316 △311

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △546 △549

少数株主損失（△） △1 △0

四半期純損失（△） △545 △548
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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：百万円）

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（△） △546 △549

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49 △123

その他の包括利益合計 △49 △123

四半期包括利益 △596 △672

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △595 △671

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △0
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

 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） 

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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円を含んでおります。 

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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） 

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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円を含んでおります。 

全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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おります。 

  

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）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

  （単位：百万円）

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント
不動産 

セグメント
計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損益計算書 
計上額（注）２ 

売上高             

外部顧客への売上高  5,396  2,245  1,308  8,951  －  8,951

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 720  2  98  821  △821  －

計  6,117  2,248  1,406  9,772  △821  8,951

セグメント利益又は損

失（△） 
 24  △88  46  △18  △738  △756

△738

△677

  （単位：百万円）

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント
不動産 

セグメント
計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損益計算書 
計上額（注）２ 

売上高             

外部顧客への売上高  5,316  3,162  1,796  10,275  －  10,275

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 987  1  88  1,077  △1,077  －

計  6,304  3,163  1,884  11,353  △1,077  10,275

セグメント利益又は損

失（△） 
 △116  155  93  131  △759  △628

△759

△707

（６）重要な後発事象
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受注及び販売の状況（連結） 

（１）受注高 

（２）売上高 

（３）次期繰越高 

４．補足情報

  （単位：百万円）

区分 
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) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  89  1  △87  △98.5

民間  6,698  4,773  △1,924  △28.7

計  6,787  4,775  △2,012  △29.6

土木 
官庁  345  892  546  158.3

民間  1,500  2,144  643  42.9

計  1,845  3,036  1,190  64.5

  官庁  434  893  459  105.7

  民間  8,198  6,918  △1,280  △15.6

合計  8,633  7,812  △821  △9.5

  （単位：百万円）

区分 
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) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  10  1  △9  △87.3

民間  5,384  5,308  △76  △1.4

計  5,394  5,309  △85  △1.6

土木 
官庁  302  462  159  52.6

民間  1,918  2,665  746  38.9

計  2,221  3,127  905  40.8

  官庁  313  463  150  47.9

  民間  7,303  7,973  670  9.2

合計  7,616  8,436  820  10.8

兼業  1,334  1,838  504  37.8

合計  8,951  10,275  1,324  14.8

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結会計期間末

(平成23年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成24年６月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  78  －  △78  △100.0

民間  39,795  39,292  △502  △1.3

計  39,873  39,292  △581  △1.5

土木 
官庁  1,017  1,765  748  73.6

民間  5,653  6,412  758  13.4

計  6,671  8,177  1,506  22.6

  官庁  1,095  1,765  669  61.1

  民間  45,449  45,705  255  0.6

合計  46,544  47,470  925  2.0
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