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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 6,244 △8.7 △99 ― △45 ― △138 ―
24年3月期第2四半期 6,841 △11.7 219 △37.6 272 △34.9 398 44.5

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2四半期 △6.26 ―
24年3月期第2四半期 18.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 20,812 16,805 80.7
24年3月期 25,277 17,145 67.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  16,805百万円 24年3月期  17,145百万円

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  
24年3月期期末配当金の内訳 普通配当 2円00銭 80周年記念配当 1円00銭 

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
25年3月期 ― 2.00
25年3月期（予想） ― 2.00 4.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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  ：  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

通期 14,000 △8.3 100 △80.7 180 △69.3 160 △74.2 7.25



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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2Q 22,375,865 株 24年3月期 22,375,865 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 327,987 株 24年3月期 326,973 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 22,048,426 株 24年3月期2Q 22,051,202 株

※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 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想に関する事項は添付
資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、国内需要は東日本大震災からの復興関連需要等から底堅く推移し

ているものの、輸出や鉱工業生産は海外経済減速の影響から弱めの動きとなりました。世界経済を巡る不確実性は

引き続き大きく、当面わが国経済は横ばい圏内の動きにとどまると思われます。 

当業界におきましては、橋梁事業は発注量が全盛期の３分の１程度まで落ち込んだ状態が続く中で、首都圏を中

心に高速道路会社からの大型工事の発注が増加し、上半期の発注量は前年同期をわずかながら上回ったと思われま

す。しかしながら１件当たりの工事の大型化が進み、受注できる企業とできない企業の格差が広がり、受注を巡る

環境はさらに厳しさを増しております。鉄構事業におきましても需要は首都圏に集中しております。大型高層物件

は出件予定はあるものの、耐震性能を含む設計の見直し等により着工が遅れたままで、発注量の不足から過当競争

となり価格下落が避けられない状態が続いております。一方で物流倉庫やショッピングセンター等は多数出件され

ましたが価格は低迷したまま上昇の気配もありません。 

このような状況のもとで、当社は年度方針である「総合力による受注と利益の確保」を達成すべく、全社一丸と

なって取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は6,244百万円（前年同四半期比8.7％減）、営業損失99百万円（前年同四半期は219百万円の営

業利益）、経常損失45百万円（前年同四半期は272百万円の経常利益）と損益面では業績予想を上回る結果となりま

したが、黒字転換には至りませんでした。また、投資有価証券評価損の発生から四半期純損失は138百万円（前年同

四半期は398百万円の四半期純利益）となりました。 

受注状況につきましては、橋梁事業・鉄構事業ともに前第２四半期累計期間をなんとか上回ったものの、橋梁事

業は売上高相当の受注高を目指す目標には届かず、鉄構事業は前年同四半期同様低水準にとどまりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は、20,812百万円で前事業年度末比4,464百万円の減少となりました。その主な

要因は現金預金、受取手形・完成工事未収入金の減少であります。負債は、前事業年度末比4,125百万円減少し、

4,007百万円となりました。主な要因は短期借入金、支払手形・工事未払金の減少であります。純資産は利益剰余金

とその他有価証券評価差額金の減少により、前事業年度末比339百万円減少し、16,805百万円となりました。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

橋梁事業・鉄構事業ともに受注環境は厳しく、受注量の確保に不透明感が漂う状態であることから、通期の業績

予想につきましては、当初予想を据え置くことといたします。 

   

（１）四半期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。 

   

（２）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） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、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。 

 これによる当第２四半期累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,934,419 1,862,004

受取手形・完成工事未収入金 9,385,724 6,235,122

未成工事支出金 139,961 177,737

材料貯蔵品 5,287 7,914

その他 184,833 73,185

貸倒引当金 △29,190 △20,070

流動資産合計 12,621,035 8,335,894

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,321,515 4,323,071

減価償却累計額 △3,083,221 △3,120,561

建物・構築物（純額） 1,238,293 1,202,510

機械・運搬具 3,605,477 3,737,386

減価償却累計額 △3,160,964 △3,203,535

機械・運搬具（純額） 444,513 533,850

土地 5,641,056 5,641,056

その他 904,491 849,881

減価償却累計額 △783,961 △781,277

その他（純額） 120,529 68,604

有形固定資産合計 7,444,393 7,446,021

無形固定資産   

ソフトウエア 61,656 51,771

その他 9,050 9,029

無形固定資産合計 70,707 60,801

投資その他の資産   

投資有価証券 4,310,818 4,133,355

従業員に対する長期貸付金 80,559 76,488

その他 840,808 850,402

貸倒引当金 △90,517 △90,150

投資その他の資産合計 5,141,668 4,970,096

固定資産合計 12,656,768 12,476,918

資産合計 25,277,804 20,812,813



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 3,481,505 2,497,605

短期借入金 3,400,000 500,000

未払法人税等 32,772 23,476

未成工事受入金 430,276 230,359

賞与引当金 140,020 142,145

工事損失引当金 405,363 383,366

その他 101,485 104,045

流動負債合計 7,991,422 3,880,998

固定負債   

繰延税金負債 4,099 －

退職給付引当金 112,356 101,682

その他 24,873 24,873

固定負債合計 141,329 126,555

負債合計 8,132,751 4,007,554

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,706

利益剰余金 7,601,880 7,397,590

自己株式 △139,922 △140,085

株主資本合計 17,249,375 17,044,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,322 △239,664

評価・換算差額等合計 △104,322 △239,664

純資産合計 17,145,053 16,805,259

負債純資産合計 25,277,804 20,812,813



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

完成工事高 6,841,603 6,244,114

完成工事原価 6,046,500 5,762,881

完成工事総利益 795,103 481,232

販売費及び一般管理費   

役員報酬 59,862 60,609

従業員給料手当 219,108 218,784

賞与引当金繰入額 39,785 42,485

退職給付引当金繰入額 13,708 17,577

通信交通費 39,371 39,225

雑費 203,639 201,835

販売費及び一般管理費合計 575,474 580,517

営業利益又は営業損失（△） 219,628 △99,284

営業外収益   

受取利息 14,541 11,219

受取配当金 31,609 28,431

その他 32,853 30,329

営業外収益合計 79,004 69,980

営業外費用   

支払利息 7,717 10,297

和解金 10,806 －

その他 7,306 5,976

営業外費用合計 25,831 16,273

経常利益又は経常損失（△） 272,802 △45,576

特別利益   

投資有価証券償還益 196,500 －

特別利益合計 196,500 －

特別損失   

投資有価証券評価損 61,381 83,817

特別損失合計 61,381 83,817

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 407,920 △129,394

法人税、住民税及び事業税 9,240 8,748

法人税等合計 9,240 8,748

四半期純利益又は四半期純損失（△） 398,680 △138,142



（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

売上及び受注の状況

売 上 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 4,481 65.5 4,864 77.9 10,633 69.6

鉄 構 2,360 34.5 1,379 22.1 4,640 30.4

6,841 100.0 6,244 100.0 15,274 100.0

受 注 状 況

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 3,436 89.9 3,660 88.0 8,481 82.3

鉄 構 387 10.1 497 12.0 1,825 17.7

3,824 100.0 4,157 100.0 10,307 100.0

受 注 残 高

 セグメント別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

橋 梁 10,116 72.6 7,805 78.9 9,009 75.2

鉄 構 3,810 27.4 2,085 21.1 2,968 24.8

13,926 100.0 9,890 100.0 11,977 100.0計

計

期  別 前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末 前事業年度末

(平成23年9月30日現在） (平成24年9月30日現在） (平成24年3月31日現在）

計

期  別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(23.4.1～23.9.30） (24.4.1～24.9.30） (23.4.1～24.3.31）

４．補足情報

期  別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(23.4.1～23.9.30） (24.4.1～24.9.30） (23.4.1～24.3.31）
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