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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 5,239 △3.5 △114 ― △116 ― △83 ―
24年3月期第1四半期 5,429 1.7 △268 ― △265 ― △162 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △83百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △162百万円 （―％）

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 △4.49 ―
24年3月期第1四半期 △8.77 ―

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 19,633 4,717 23.9
24年3月期 22,357 4,810 21.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,688百万円 24年3月期  4,810百万円

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 ― 2.00 2.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

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) 11,200 △9.4 △315 ― △315 ― △230 ― △12.40
通期 30,000 △4.9 660 △4.3 660 △6.1 265 △17.9 14.29



(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３ページ「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」をご覧下さい。 

(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３ページ「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」をご覧下さい。 

(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 
業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信(添付資料)２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

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 18,555,000 株 24年3月期 18,555,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 5,309 株 24年3月期 5,309 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 18,549,691 株 24年3月期1Q 18,550,351 株



  

個別業績予想 

(％表示は通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 当四半期における個別業績予想の修正有無 ： 無 

  

１．業績予想につきまして、現時点においては、「平成24年３月期 決算短信」(平成24年５月10日付)

にて公表したものから変更はありません。 

２．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
  

  
  
  

 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

売上高 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 ％ 円  銭

第２四半期(累計) 11,000 △10.9 △300 ― △220 ― △11.86

通期 29,500 △6.0 650 △8.4 260 △20.8 14.02

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、復興需要やエコカー補助金等を背景に緩やかな回

復基調にあるものの、欧州債務危機による世界経済の減速懸念や長引く円高、原発問題に起因する電力

不足など、先行き不透明な状況で推移しました。                         

 道路建設業界におきましては、震災復旧・復興事業が本格化し、労務費や建設資材の上昇懸念はある

ものの公共投資は増加傾向となり、また民間設備投資においても改善の兆しが窺えるなど総じて堅調に

推移しました。 

 このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)は、積極的な営業展

開と工事管理の強化、製造・販売事業の拡大を図りつつ、受注高と利益の確保に努めてまいりました。

当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、受注高は67億50百万円(前年同期比31.0％増加)、

売上高は52億39百万円(前年同期比3.5％減少)、経常損失は１億16百万円(前年同期は経常損失２億65百

万円)、四半期純損失は83百万円(前年同期は四半期純損失１億62百万円)となりました。 

  

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、下半期特に第４四半期に偏る季節的要因があ

るため、第１四半期の経営成績は全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ27億23百万円減少して196億33

百万円となりました。これは、受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等によります。 

 負債合計は、同26億31百万円減少して149億16百万円となりました。これは、支払手形・工事未払金

等が減少したこと等によります。 

 純資産合計は、四半期純損失83百万円の計上、剰余金の配当等により同92百万円減少して47億17百万

円となりました。 

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月10日公表の連結業績予想値に変更はあり

ません。 

1. 当四半期の連結業績等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。 

  

 （税金費用の計算） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

 （減価償却方法の変更） 

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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

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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   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 4,747 6,134

受取手形・完成工事未収入金等 12,104 7,197

未成工事支出金 889 1,692

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 130 120

その他 308 319

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 18,161 15,446

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,017 1,008

機械及び装置（純額） 255 249

土地 2,479 2,485

その他（純額） 40 53

有形固定資産合計 3,793 3,798

無形固定資産 178 174

投資その他の資産

破産更生債権等 28 26

その他 246 239

貸倒引当金 △51 △51

投資その他の資産合計 223 215

固定資産合計 4,195 4,187

資産合計 22,357 19,633

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 13,297 10,247

未払法人税等 381 15

未成工事受入金 973 1,713

完成工事補償引当金 25 25

賞与引当金 2 2

工事損失引当金 55 62

資産除去債務 5 －

その他 995 1,025

流動負債合計 15,736 13,092

固定負債

退職給付引当金 1,377 1,382

資産除去債務 71 71

その他 362 369

固定負債合計 1,810 1,823

負債合計 17,547 14,916
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 1,839 1,719

自己株式 △0 △0

株主資本合計 4,710 4,589

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 1

土地再評価差額金 97 97

その他の包括利益累計額合計 99 98

少数株主持分 － 28

純資産合計 4,810 4,717

負債純資産合計 22,357 19,633
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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 5,429 5,239

売上原価 5,234 4,859

売上総利益 194 380

販売費及び一般管理費 463 494

営業損失（△） △268 △114

営業外収益

受取利息 0 0

受取地代家賃 0 0

消費税等還付加算金 4 －

その他 2 2

営業外収益合計 7 3

営業外費用

支払利息 0 －

支払保証料 3 4

その他 0 0

営業外費用合計 4 5

経常損失（△） △265 △116

特別利益

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産除却損 0 3

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 0 3

税金等調整前四半期純損失（△） △264 △118

法人税等 △102 △36

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △162 △82

少数株主利益 － 0

四半期純損失（△） △162 △83
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  (四半期連結包括利益計算書)

(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（△） △162 △82

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 △0

その他の包括利益合計 △0 △0

四半期包括利益 △162 △83

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △162 △84

少数株主に係る四半期包括利益 － 0
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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) 

 １．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」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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

 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) 

 １．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」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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

   (減価償却方法の変更) 

 「会計方針の変更等」に記載のとおり、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。 

 この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   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

(セグメント情報)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,492 937 5,429 ― 5,429 ― 5,429

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 306 306 ― 306 △306 ―

計 4,492 1,243 5,735 ― 5,735 △306 5,429

セグメント利益 114 80 194 ― 194 ― 194

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,107 1,131 5,239 ― 5,239 ― 5,239

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 446 446 ― 446 △446 ―

計 4,107 1,578 5,686 ― 5,686 △446 5,239

セグメント利益 219 161 380 ― 380 ― 380

(5) 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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 この四半期個別貸借対照表は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

4. (参考) 四半期個別財務諸表

  (1) 四半期個別貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第１四半期会計期間

(平成24年３月31日) (平成24年６月30日)
資産の部

流動資産
現金預金 4,668 5,966
受取手形・完成工事未収入金等 12,125 7,173
未成工事支出金 889 1,668
販売用不動産 2 2
材料貯蔵品 130 120
その他 306 311
貸倒引当金 △20 △20
流動資産合計 18,101 15,222

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物(純額) 1,017 1,007
機械及び装置(純額) 255 249
土地 2,479 2,479
その他(純額) 40 51
有形固定資産合計 3,793 3,789

無形固定資産 178 174
投資その他の資産

破産更生債権等 28 26
その他 267 295
貸倒引当金 △51 △51
投資その他の資産合計 243 271

固定資産合計 4,216 4,234
資産合計 22,317 19,457

負債の部
流動負債

支払手形・工事未払金等 13,295 10,181
未払法人税等 381 14
未成工事受入金 973 1,664
完成工事補償引当金 25 25
工事損失引当金 55 62
資産除去債務 5 ―
その他 980 1,008
流動負債合計 15,717 12,956

固定負債
退職給付引当金 1,371 1,376
資産除去債務 71 71
その他 362 369
固定負債合計 1,804 1,817

負債合計 17,521 14,773
純資産の部

株主資本
資本金 1,329 1,329
資本剰余金 1,541 1,541
利益剰余金 1,825 1,713
自己株式 △0 △0
株主資本合計 4,695 4,584

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2 1
土地再評価差額金 97 97
評価・換算差額等合計 99 98

純資産合計 4,795 4,683
負債純資産合計 22,317 19,457
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 この四半期個別損益計算書は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

 (2)  四半期個別損益計算書

  (第１四半期累計期間)

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
 至 平成23年６月30日)  至 平成24年６月30日)

売上高 5,423 5,118

売上原価 5,227 4,753

売上総利益 195 364

販売費及び一般管理費 452 469

営業損失(△) △256 △104

営業外収益

受取利息 0 0

受取地代家賃 0 0

消費税等還付加算金 4 ―

その他 2 1

営業外収益合計 7 2

営業外費用

支払利息 0 ―

支払保証料 3 4

その他 0 0

営業外費用合計 4 4

経常損失(△) △253 △106

特別利益

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産除却損 0 3

投資有価証券評価損 0 ―

特別損失合計 0 3

税引前四半期純損失(△) △253 △108

法人税等 △98 △34

四半期純損失(△) △154 △74
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

 
(注) １．受注高は当第１四半期までの累計額 

 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

 
(注) パーセント表示は、構成比率 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

以 上 

5. 補足情報

 (1) 四半期個別業績の概要

 平成25年３月期第１四半期の個別業績(平成24年４月１日～平成24年６月30日)

 ① 個別経営成績(累計)

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 5,118 △5.6 △104 ― △106 ― △74 ―

24年３月期第１四半期 5,423 1.7 △256 ― △253 ― △154 ―

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 △4.00 ―

24年３月期第１四半期 △8.32 ―

 ② 個別財政状態

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 19,457 4,683 24.1

24年３月期 22,317 4,795 21.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 4,683百万円 24年３月期 4,795百万円

 (2) 四半期個別受注の概要

 ① 個別受注実績(平成24年４月１日～平成24年６月30日)

受 注 高

百万円 ％

25年３月期第１四半期 6,346 23.8

24年３月期第１四半期 5,126 6.9

前第１四半期
 (自 平成23年４月１日

至 平成23年６月30日)

当第１四半期
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

比較増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 官  公  庁 1,460 28.5 1,694 26.7 234 16.0

部 民     間 2,728 53.2 3,520 55.5 791 29.0

門 計 4,189 81.7 5,214 82.2 1,025 24.5

製 品 等 部 門 937 18.3 1,131 17.8 194 20.7

合       計 5,126 100.0 6,346 100.0 1,220 23.8

 ② 個別受注予想(平成24年４月１日～平成25年３月31日)

第２四半期累計期間 通   期

百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期予想 13,500 0.1 29,500 △5.2

24年３月期実績 13,482 19.8 31,127 29.0
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