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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 3,551 33.1 83 △25.5 91 △17.0 31 △73.0

24年3月期第1四半期 2,668 40.9 111 ― 109 ― 115 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 51百万円 （△42.2％） 24年3月期第1四半期 89百万円 （―％）

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 2.99 ―

24年3月期第1四半期 11.07 ―

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 9,966 3,111 26.5
24年3月期 10,154 3,099 26.1

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,639百万円 24年3月期  2,646百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― 3.00 3.00

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) 6,500 10.3 70 △83.8 70 △83.8 40 △79.6 3.83
通期 13,800 2.8 300 △59.6 280 △62.0 170 △48.6 16.28



(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おりません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信(添付資料)２ページ「(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  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 10,596,509 株 24年3月期 10,596,509 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 154,379 株 24年3月期 153,736 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,442,201 株 24年3月期1Q 10,444,280 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要を背景に緩やかに改善の兆しが見え

始めた一方で、欧州債務問題の影響や円高の長期化等により景気の先行きは不透明な状況が続きまし

た。 

当社グループが主事業として展開している建設産業におきましては、震災関係の本復旧工事や耐震補

強関連工事は増加傾向にあるものの、建設関連の主要労務費の高騰が顕著に表れてきており、また、民

間設備投資についても景気の先行き不透明感から低水準で推移し、熾烈な受注競争及び価格競争を強い

られ、経営環境は引き続き厳しい状況が続いています。 

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めた結果、当第１四半期

連結累計期間の受注は、2,912百万円(前年同四半期比6.7％減少)となり、売上高については、例年第４

四半期連結会計期間に集中するという、四半期別売上高に季節的変動があるものの、当第１四半期連結

累計期間は3,551百万円(前年同四半期比33.1％増加)となりました。 

また、利益面につきましては、売上高は大幅に増加したものの建設事業の工事利益率は低下したた

め、営業利益は83百万円(前年同四半期比25.5％減少)、経常利益は91百万円(前年同四半期比17.0％減

少)となり、四半期純利益は31百万円(前年同四半期は四半期比73.0％減少)となりました。 

  

(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて147百万円（2.5％）減少し、5,877百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が885百万円、未成工事支出金等が41百万円それぞれ増加したものの、受取

手形・完成工事未収入金等が1,057百万円減少したこと等によります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて40百万円（1.0％）減少し、4,089百万円となりました。これ

は主に、有形固定資産が減価償却等により26百万円、投資有価証券が７百万円、長期貸付金が４百万円

それぞれ減少したこと等によります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて187百万円（1.9％）減少し、9,966百万円となりま

した。 

（負債）  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて167百万円（2.8％）減少し、5,764百万円となりました。こ

れは主に、支払手形・工事未払金等が152百万円、未成工事受入金が329百万円、賞与引当金が31百万円

それぞれ増加したものの、短期借入金が527百万円、未払法人税等が190百万円それぞれ減少したこと等

によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて32百万円（2.9％）減少し、1,089百万円となりました。これ

は主に、長期借入金が13百万円,資産除去債務が17百万円それぞれ減少したこと等によります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて199百万円(2.8％)減少し、6,854百万円となりま

した。  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて12百万円（0.4％）増加し、3,111百万円となりました。こ

れは主に、その他有価証券評価差額金が６百万円減少したものの、少数株主持分が18百万円増加したこ

と等によります。 

  

業績予想につきましては、平成24年５月15日発表の業績予想に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な不確定要素が内在しているため、予想値と異なる可能性

があります。 

  

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

（２）連結財政状態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
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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。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)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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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,473,943 3,359,783

受取手形・完成工事未収入金等 2,737,296 1,679,559

未成工事支出金 116,745 157,985

その他のたな卸資産 562,894 552,861

繰延税金資産 46,284 47,919

その他 93,246 92,101

貸倒引当金 △5,469 △13,007

流動資産合計 6,024,941 5,877,203

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 2,629,607 2,575,724

機械、運搬具及び工具器具備品 872,094 732,264

土地 2,766,429 2,765,522

その他 26,176 31,708

減価償却累計額 △2,605,603 △2,443,112

有形固定資産合計 3,688,703 3,662,107

無形固定資産   

その他 21,277 21,175

無形固定資産合計 21,277 21,175

投資その他の資産   

投資有価証券 179,563 171,691

長期貸付金 131,386 127,324

その他 180,142 179,530

貸倒引当金 △71,469 △72,408

投資その他の資産合計 419,623 406,138

固定資産合計 4,129,605 4,089,420

資産合計 10,154,546 9,966,624

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,850,769 3,003,762

短期借入金 1,972,008 1,444,012

未払法人税等 232,161 41,741

未成工事受入金 404,711 734,249

賞与引当金 57,941 89,793

役員賞与引当金 7,200 －

完成工事補償引当金 10,909 7,278

工事損失引当金 100,014 62,941

その他 296,671 381,073

流動負債合計 5,932,386 5,764,853
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（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 267,545 254,543

再評価に係る繰延税金負債 414,398 414,398

退職給付引当金 13,538 14,144

役員退職慰労引当金 71,792 70,767

資産除去債務 27,087 9,545

負ののれん 45,988 45,011

その他 281,901 281,427

固定負債合計 1,122,251 1,089,837

負債合計 7,054,638 6,854,691

純資産の部   

株主資本   

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 1,348,832 1,348,705

自己株式 △17,372 △17,471

株主資本合計 1,990,092 1,989,865

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,061 △7,632

土地再評価差額金 657,017 657,017

その他の包括利益累計額合計 655,955 649,384

少数株主持分 453,860 472,682

純資産合計 3,099,908 3,111,932

負債純資産合計 10,154,546 9,966,624
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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 2,668,323 3,551,695

売上原価 2,287,061 3,192,752

売上総利益 381,262 358,943

販売費及び一般管理費 269,735 275,812

営業利益 111,527 83,130

営業外収益   

受取利息 4,146 677

受取配当金 510 497

受取保険金 2,500 11,266

受取賃貸料 2,900 664

その他 4,302 5,151

営業外収益合計 14,360 18,257

営業外費用   

支払利息 10,263 5,767

その他 5,896 4,527

営業外費用合計 16,160 10,295

経常利益 109,727 91,092

特別利益   

固定資産売却益 － 265

特別利益合計 － 265

特別損失   

固定資産売却損 － 110

固定資産除却損 7 －

特別損失合計 7 110

税金等調整前四半期純利益 109,720 91,247

法人税、住民税及び事業税 48,617 35,020

法人税等調整額 △25,299 △2,191

法人税等合計 23,318 32,828

少数株主損益調整前四半期純利益 86,401 58,419

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29,214 27,218

四半期純利益 115,616 31,200
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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利益 86,401 58,419

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,312 △6,566

その他の包括利益合計 3,312 △6,566

四半期包括利益 89,714 51,852

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 118,944 24,629

少数株主に係る四半期包括利益 △29,230 27,222
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ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 セグメント利益の調整額728千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ 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の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額721千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ 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。 

  

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：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 2,535,274 93,451 19,536 20,061 2,668,323 ─ 2,668,323

セグメント間の内部

売上高又は振替高
448 1,655 ― ─ 2,103 △2,103 ─

計 2,535,722 95,106 19,536 20,061 2,670,426 △2,103 2,668,323

セグメント利益又は

損失(△)
78,951 29,721 △605 2,729 110,798 728 111,527

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,406,868 99,470 25,951 19,405 3,551,695 ─ 3,551,695

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 1,743 ― ─ 1,743 △1,743 ─

計 3,406,868 101,214 25,951 19,405 3,553,439 △1,743 3,551,695

セグメント利益 29,338 46,347 5,357 1,365 82,409 721 83,130

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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 ① 個別受注実績      (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
 (注) 1.受注高は、当該四半期までの累計額 

 2.パーセント表示は、前年同四半期増減率(参考)受注実績内訳 

  

(参考)受注実績内訳 

 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。(単位:百万円) 

 
 (注) 1.受注高は、当該四半期までの累計額 

 2.パーセント表示は構成比率 

  

４．補足情報

（１）四半期個別受注の状況

受注高

24年３月期第１四半期 2,974百万円 29.2％

25年３月期第１四半期 2,655百万円 △10.7％

区    分
平成25年３月期
第１四半期

平成24年３月期
第１四半期

比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

土 
  
木

官 公 庁 643 (24.2％) 456 (15.3％) 187 41.0％

民   間 65 ( 2.5  ) 258 ( 8.7  ) △193 △74.7  

計 708 (26.7  ) 714 (24.0  ) △6 △0.8  

建 
  
築

官 公 庁 342 (12.9  ) 1,281 (43.1  ) △939 △73.3  

民   間 1,603 (60.4  ) 978 (32.9  ) 626 64.1  

計 1,946 (73.3  ) 2,259 (76.0  ) △312 △13.8  

合 
  
計

官 公 庁 986 (37.1  ) 1,737 (58.4  ) △751 △43.3  

民   間 1,669 (62.9  ) 1,236 (41.6  ) 433 35.1  

計 2,655 (100.0  ) 2,974 (100.0  ) △318 △10.7  
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