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1.  平成25年7月期第1四半期の業績（平成24年8月1日～平成24年10月31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7月期第1四半期 477 △36.9 △32 ― △26 ― △27 ―
24年7月期第1四半期 756 99.7 △5 ― △3 ― △4 ―

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7月期第1四半期 △0.29 ―
24年7月期第1四半期 △0.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年7月期第1四半期 2,466 1,508 61.1 16.39
24年7月期 2,624 1,530 58.3 16.66
（参考） 自己資本   25年7月期第1四半期  1,508百万円 24年7月期  1,530百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年7月期 ―
25年7月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 7月期の業績予想（平成24年 8月 1日～平成25年 7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) 1,300 △10.6 △30 ― △30 ― △31 ― △0.34
通期 2,800 7.1 28 ― 28 ― 24 ― 0.27



(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 

(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7月期1Q 92,027,498 株 24年7月期 91,927,498 株
② 期末自己株式数 25年7月期1Q 39,287 株 24年7月期 39,287 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年7月期1Q 91,913,211 株 24年7月期1Q 77,713,267 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、東日本復興需要等により回復基調は一部見られたものの、長引く

円高や欧州の債務問題等、中国の景気減速感の影響により、国内景気は先行き不透明な状況で推移しました。 

 建設業界におきましては、東日本大震災の復旧・復興の補正予算による建設投資の増加並びに民間設備投資の回

復に期待はあるものの、依然として厳しい公共投資の減少は引き続いております。  

 このような状況の中、当社におきましては、主力の上・下水道の施工におきまして、他社との差別化を図るた

め、より一層技術力の向上と東北支店の営業推進を図ってまいりました。また、不動産部門におきましては、引き

続きＯＬＹ機材等の一層の普及促進に向け、積極的に新規顧客獲得に向け営業を展開してまいりました。  

 その結果、当第１四半期会計期間の業績につきましては、受注高1億79百万円（前年同期比72.3％減）、売上高4

億77百万円（前年同期比36.9％減）となりました。 

 収益面につきましては、原価低減、経費削減に努め、営業損失32百万円（前年同期は5百万円の営業損失）とな

りました。 

 経常損益面につきましては、支払利息等の支払いはあったものの、不動産賃貸料の収入により26百万円の経常損

失（前年同期は3百万円の経常損失）となりました。  

 四半期純損益につきましては、27百万円の四半期純損失（前年同期は4百万円の四半期純損失）となりました。

  

 セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

（建設事業） 

 建設事業におきましては、引き続き公共投資の縮減による落札価格の低価格化が続いておりますが、受注高1億3

百万円（前年同期比70.4％減）、売上高4億2百万円(前年同期比12.0％減）、完成工事総利益14百万円（前年同期

比58.5％減）となりました。  

  

（不動産事業等） 

 不動産事業等におきましては、ＯＬＹ機材の拡販により、受注高74百万円(前年同期比74.6％減）、売上高74百

万円(前年同期比75.0％減）となり、不動産事業等総利益13百万円（前年同期比47.3％減）となりました。  

  

（その他） 

 その他事業におきましては、投資事業等におきまして売上高0百万円、その他の売上総損失1百万円（前年同期は

3百万円のその他の売上総損失）となりました。  

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の資産の残高は、24億66百万円となり、前事業年度末に比べ1億57百万円減少いたしま

した。その主な要因は、現金預金2億78百万円の減少によるものであります。  

  

 当第１四半期会計期間末の負債の残高は、9億58百万円となり、前事業年度末に比べ1億34百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、未成工事受入金90百万円、未払費用20百万円の減少等によるものであります。  

  

 当第１四半期会計期間末の純資産の残高は、15億8百万円となり、前事業年度末に比べ22百万円の減少となりま

した。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間までの業績は、概ね平成24年９月13日に公表いたしました通期の業績予想に沿った内容と

なっており変更はありません。   

   

   

（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分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、当第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。 

 これにより、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はございませ

ん。 

   

   

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７月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 706,864 428,467

受取手形・完成工事未収入金等 251,085 329,228

未成工事支出金 27,627 27,515

不動産事業等支出金 131,364 158,019

販売用不動産 290,860 295,389

営業投資有価証券 62,773 64,512

短期貸付金 8,050 8,050

前払費用 8,404 5,373

その他 248,753 264,565

貸倒引当金 △11,947 △10,782

流動資産合計 1,723,837 1,570,340

固定資産   

有形固定資産   

建物 854,640 854,640

減価償却累計額 △648,848 △653,486

建物（純額） 205,792 201,153

構築物 103,918 103,918

減価償却累計額 △103,918 △103,918

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 52,510 52,510

減価償却累計額 △52,510 △52,510

機械及び装置（純額） 0 0

車両運搬具 1,272 2,229

減価償却累計額 △1,272 △1,351

車両運搬具（純額） 0 877

工具器具・備品 72,091 72,091

減価償却累計額 △65,235 △65,564

工具器具・備品（純額） 6,856 6,527

土地 402,253 402,253

有形固定資産合計 614,902 610,812

無形固定資産 1,323 1,277

投資その他の資産   

長期貸付金 204,215 200,328

破産更生債権等 574 574

固定化営業債権 251,043 252,233

その他 232,912 237,224

貸倒引当金 △404,734 △406,191

投資その他の資産合計 284,012 284,169

固定資産合計 900,239 896,259

資産合計 2,624,077 2,466,599
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年７月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 180,052 192,965

短期借入金 268,600 267,400

未払金 3,165 3,316

未払費用 75,480 54,543

未払法人税等 8,171 2,310

未成工事受入金 176,312 85,726

預り金 41,518 31,295

完成工事補償引当金 8,388 9,928

賞与引当金 7,252 9,999

その他 13,655 2,790

流動負債合計 782,596 660,276

固定負債   

長期借入金 274,250 266,750

退職給付引当金 23,769 18,949

その他 12,623 12,623

固定負債合計 310,642 298,322

負債合計 1,093,238 958,599

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,910,267 1,911,321

資本剰余金 205,246 206,300

利益剰余金 △521,322 △548,653

自己株式 △56,485 △56,485

株主資本合計 1,537,705 1,512,482

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,233 △4,839

評価・換算差額等合計 △7,233 △4,839

新株予約権 365 357

純資産合計 1,530,838 1,508,000

負債純資産合計 2,624,077 2,466,599
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高   

完成工事高 457,147 402,261

不動産事業等売上高 296,598 74,276

その他の売上高 2,782 674

売上高合計 756,528 477,211

売上原価   

完成工事原価 422,809 388,005

不動産事業等売上原価 270,800 60,691

その他の売上原価 6,212 2,265

売上原価合計 699,822 450,962

売上総利益   

完成工事総利益 34,337 14,255

不動産事業等総利益 25,798 13,584

その他の売上総損失（△） △3,430 △1,591

売上総利益合計 56,705 26,248

販売費及び一般管理費 61,734 58,346

営業損失（△） △5,028 △32,097

営業外収益   

不動産賃貸料等 10,717 13,652

その他 1,742 2,886

営業外収益合計 12,460 16,539

営業外費用   

支払利息 3,360 4,655

支払手数料 315 －

不動産賃貸原価 － 3,311

手形売却損 54 －

貸倒引当金繰入額 2,069 80

雑支出 5,275 2,818

営業外費用合計 11,074 10,866

経常損失（△） △3,642 △26,424

税引前四半期純損失（△） △3,642 △26,424

法人税、住民税及び事業税 823 907

法人税等合計 823 907

四半期純損失（△） △4,466 △27,331
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 該当事項はありません。   

   

   

 １．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社は、建築工事・土木工事の請負、施工、不動産の売買を中心として事業活動を展開しております。 

従って当社は「建設事業」、「不動産事業等」を報告セグメントとしております。 

  

各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

 建設事業  ：建築・土木工事の施工・監理及び請負業務を行っております。 

 不動産事業等：土地・建物の購入販売、及びＯＬＹリース業を行っております。  

  

 ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま

す。また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。  

  

 ３．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 

 当第１四半期累計期間（自 平成24年８月１日 至 平成24年10月31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 

                                          （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、営業投資有価証券の売

買等を行っております。 

  ２．セグメント損失(△) は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 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に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第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。 

 これにより、当第１四半期累計期間のセグメント利益又はセグメント損失に与える影響はございませ

ん。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント  

その他 

(注)1 
合計 調整額 

四半期損益

計算書計上

額(注)2  建設事業 不動産事業等 計 

売上高 

(1)外部顧客への売上高 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高  

 

 

402,261

－

 74,276

12,339

 

  

476,537

12,339

 

  

674

－

 

  

477,211

12,339

 

 

－

△12,339

 

  

477,211

－

計   402,261  86,615  488,876  674  489,550  △12,339  477,211

セグメント利益又はセグ

メント損失(△) 
 △30,893  4,939  △25,954  △6,143  △32,097  －  △32,097
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 該当事項はありません。   

   

   

    該当事項はありません。  

（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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