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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 63,192 △0.7 △187 ― △287 ― △560 ―
24年3月期第3四半期 63,659 7.5 △112 ― △388 ― 168 △69.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △513百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △68百万円 （―％）

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3四半期 △13.75 ―
24年3月期第3四半期 5.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 61,225 17,544 28.7
24年3月期 67,338 18,139 26.9
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  17,544百万円 24年3月期  18,139百万円

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  
(注2)上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、 
   後述の「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

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 ― 2.50 2.50
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 2.50 2.50

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、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 98,000 4.8 1,200 145.7 960 317.1 600 △17.7 14.16



(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 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３頁「2.サマリー情報 
  (注記事項)に関する事項 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報告書のレビュー手続き対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
  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、添付資料２頁「１．当四半期決算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」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3Q 40,165,429 株 24年3月期 40,037,429 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 175,816 株 24年3月期 137,085 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 32,463,445 株 24年3月期3Q 32,401,003 株



種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

【配当】

 Ａ種種類株式 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 － － － 
25年３月期 － 0.00 －     
25年３月期（予想）      5.00 5.00 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期連結決算累計期間における我が国経済は、米国経済が回復しつつあり、ＡＳＥＡＮ経済も相対的に堅
調に推移し、為替相場も極端な円高から円安に振れたこと、東日本大震災の復興・再生等の公共投資への取り組みが
加速したことなどから明るい兆しが見られますが、構造問題などによる中国経済の失速や米国財政運営の行方、未だ
くすぶる欧州信用不安の不透明な問題が存在し、先行きが読めない状況が続いております。 
建設業界におきましては、復興関連工事に加え、それ以外でも官公庁工事や民間工事の発注が増えるなど建設市場
に回復の兆しがうかがえます。また、衆議院議員総選挙の結果、政権交代により、新政権による公共工事主導への政
策転換が行われ、官公庁工事を中心に建設投資が更に増加するなど、今後、追い風となる可能性が出てきております
が、企業間の受注獲得競争の激化や人手不足による労務費を中心とした建設コストの高騰は、工事採算に大きく影響
を及ぼしており、建設市場の回復に伴い更に深刻化する懸念も内包しており、厳しい経営環境は続いていくものと思
われます。 
このような経営環境のもとで、当社は基盤事業である橋梁に代表される公共工事を中心とした「土木建設事業」と
民間工事を中心とした「建築建設事業」の２本柱を強化しながら、ＰＣ（プレストレスト・コンクリート）技術の適
用範囲を広げて新しい分野を開拓することで、企業競争力を高め、対外環境の激しい変化に対応しながら、黒字の継
続と企業体質の強化を目指し「わが国トップのＰＣゼネコン」を目指してまいりました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比0.7％減）となりました。
利益につきましては、グループ各社とともに省力化、合理化による原価低減及び経費の削減等に懸命に取り組んで
まいりましたが、営業損失１億87百万円（前年同四半期は営業損失１億12百万円）、経常損失２億87百万円（前年同
四半期は経常損失３億88百万円）、四半期純損失５億60百万円（前年同四半期は四半期純利益１億68百万円）となり
ました。 
なお、当社グループの主たる事業であります土木建設事業ならびに建築建設事業の売上高は、工事の発注が下半
期、特に第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間におけ
る完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

セグメントの業績は、以下のとおりであります。 
土木建設事業は、売上高は309億69百万円（前年同四半期比7.3％増）、セグメント利益は30億22百万円（前年同四
半期比29.9％増）となりました。 
建築建設事業は、売上高は308億99百万円（前年同四半期比8.4％減）、セグメント利益は12億87百万円（前年同四
半期比38.9％減）となりました。 
製造事業は、売上高は33億67百万円（前年同四半期比30.7％増）、セグメント利益は28百万円（前年同四半期は27
百万円の損失）となりました。 
その他兼業事業は、売上高は21億円（前年同四半期比46.4％増）、セグメント利益は２億65百万円（前年同四半期
比43.8％増）となりました。 
なお、セグメントの業績は、報告セグメントの売上高、セグメント利益又は損失を記載しております。 

（２）連結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 
（資産） 
当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ68億56百万円
減少いたしました。これは主に未成工事支出金が14億83百万円、その他のたな卸資産が８億59百万円増加しまし
たが、現金預金が９億11百万円、受取手形・完成工事未収入金等が84億80百万円減少したことによるものであり
ます。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億43百万円増加いたしました。これは主に機
械、運搬具及び工具器具備品が２億38百万円、リース資産が２億51百万円、投資その他の資産が５億11百万円増
加したことによるものであります。 
この結果、総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ61億12百万円減少いたしました。  
（負債） 
当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億56百万円
減少いたしました。これは主に未成工事受入金が５億89百万円増加しましたが、支払手形・工事未払金等が51億
84百万円、短期借入金が11億76百万円減少したことによるものであります。固定負債は 百万円となり、前
連結会計年度末に比べ３億37百万円増加いたしました。これは主に退職給付引当金が１億48百万円増加したこと
によるものであります。 
この結果、負債合計は、 百万円となり、前連結会計年度末に比べ55億18百万円減少いたしました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産） 
当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億94百万
円減少いたしました。これは主に利益剰余金が６億41百万円減少したことによるものであります。 
この結果、自己資本比率は28.7%（前連結会計年度末は26.9%）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11月５日に公表致しました連結業績予想に変更はありません。 

（１）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） 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、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。 
なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。    

175億44

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金預金 9,849 8,938 
受取手形・完成工事未収入金等 36,398 27,918 
未成工事支出金 2,440 3,924 
その他のたな卸資産 1,651 2,510 
繰延税金資産 8 29 
未収入金 1,646 1,428 
その他 351 702 
貸倒引当金 △157 △120 
流動資産合計 52,188 45,332 

固定資産   
有形固定資産   
建物・構築物 7,599 7,627 
機械、運搬具及び工具器具備品 10,058 10,296 
土地 9,050 9,049 
リース資産 137 388 
建設仮勘定 7 7 
減価償却累計額 △14,608 △14,894 
有形固定資産合計 12,244 12,474 

無形固定資産 35 36 
投資その他の資産   
投資有価証券 1,139 1,547 
破産更生債権等 2,127 2,015 
繰延税金資産 178 162 
その他 1,552 1,672 
貸倒引当金 △2,128 △2,016 
投資その他の資産合計 2,869 3,381 

固定資産合計 15,149 15,893 

資産合計 67,338 61,225 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金等 27,929 22,745 
短期借入金 9,126 7,949 
未払法人税等 160 272 
未成工事受入金 3,080 3,670 
賞与引当金 139 41 
完成工事補償引当金 183 207 
工事損失引当金 467 387 
その他 2,673 2,630 

流動負債合計 43,760 37,904 

固定負債   
再評価に係る繰延税金負債 1,523 1,523 
退職給付引当金 3,494 3,643 
役員退職慰労引当金 241 246 
資産除去債務 86 86 
その他 92 276 

固定負債合計 5,437 5,775 

負債合計 49,198 43,680 

純資産の部   
株主資本   
資本金 4,218 4,218 
資本剰余金 8,110 8,110 
利益剰余金 4,435 3,793 
自己株式 △60 △60 

株主資本合計 16,704 16,062 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 89 154 
土地再評価差額金 1,560 1,560 
為替換算調整勘定 △215 △233 
その他の包括利益累計額合計 1,434 1,481 

少数株主持分 0 0 
純資産合計 18,139 17,544 

負債純資産合計 67,338 61,225 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 63,659 63,192 
売上原価 58,954 58,588 
売上総利益 4,705 4,604 

販売費及び一般管理費 4,817 4,791 
営業損失（△） △112 △187 

営業外収益   
受取利息 3 2 
受取配当金 12 13 
持分法による投資利益 12 － 
スクラップ売却益 10 6 
その他 41 39 
営業外収益合計 80 61 

営業外費用   
支払利息 83 75 
持分法による投資損失 － 24 
為替差損 232 － 
支払保証料 25 34 
その他 14 28 
営業外費用合計 356 162 

経常損失（△） △388 △287 

特別利益   
固定資産売却益 19 10 
投資有価証券売却益 － 3 
為替換算調整勘定取崩額 527 － 
その他 90 1 
特別利益合計 638 15 

特別損失   
固定資産除売却損 95 6 
投資有価証券売却損 － 29 
ゴルフ会員権評価損 1 － 
災害による損失 23 － 
その他 10 － 
特別損失合計 131 36 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 118 △308 

法人税、住民税及び事業税 87 275 
法人税等調整額 △138 △23 

法人税等合計 △50 251 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 168 △560 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 168 △560 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 168 △560 

その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △42 65 
為替換算調整勘定 △407 △27 
持分法適用会社に対する持分相当額 △3 9 
土地再評価差額金 216 － 
その他の包括利益合計 △237 46 

四半期包括利益 △68 △513 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 △68 △513 
少数株主に係る四半期包括利益 △0 △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。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12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：百万円）

（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。 
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主
な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

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。 

（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

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

土木建設
事業 

建築建設
事業 製造事業 その他 兼業事業 計 

売上高                                    

外部顧客への売上高  28,789  33,730  656  483  63,659  －  63,659

セグメント間の内部売
上高又は振替高  81  －  1,919  951  2,951  △2,951  －

計  28,870  33,730  2,576  1,434  66,611  △2,951  63,659

セグメント利益又は損失 
（△）（売上総利益） 

 2,327  2,106  △27  184  4,591  113  4,705

利益 金額 

報告セグメント計  4,591

調整額（セグメント間取引消去）  113

販売費及び一般管理費  △4,817

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △112
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12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：百万円）

 
（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っております。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主
な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

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。   

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

土木建設
事業 

建築建設
事業 製造事業 その他 兼業事業 計 

売上高                                    

外部顧客への売上高    30,832  30,899  745  715  63,192  －  63,192

セグメント間の内部売
上高又は振替高  136  －  2,622  1,385  4,143  △4,143  －

計  30,969  30,899  3,367  2,100  67,336  △4,143  63,192

セグメント利益 
（売上総利益）  

 3,022  1,287  28  265  4,604  △0  4,604

利益 金額 

報告セグメント計  4,604

調整額（セグメント間取引消去）  △0

販売費及び一般管理費  △4,791

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △187
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受注実績 

   

４．補足情報

区分 

前第３四半期連結累計期間  
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間  
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

比較増減（△） 

 金額(百万円)  構成比(％)  金額(百万円)  構成比(％)  金額(百万円)  増減率(％) 

土木建設事業  25,537  49.5  33,697  45.8  8,159  32.0

建築建設事業  24,920  48.3  36,752  49.9  11,831  47.5

製造事業  656  1.3  745  1.0  88  13.5

その他兼業事業  489  0.9  2,432  3.3  1,942  396.4

合計  51,605  100.0  73,626  100.0  22,021  42.7
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