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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12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3月期第3四半期 9,280 △8.2 △125 ― △51 ― △64 ―
24年3月期第3四半期 10,112 △13.0 119 △78.4 190 △70.5 313 △39.4

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3月期第3四半期 △2.90 ―
24年3月期第3四半期 14.19 ―

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 21,675 17,133 79.0
24年3月期 25,277 17,145 67.8
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  17,133百万円 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 12,000 △21.4 100 △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3Q 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3Q 327,528 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3Q 22,048,443 株 24年3月期3Q 22,050,894 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３四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を背景に緩やかな

回復基調を辿りましたが、輸出や鉱工業生産は海外経済減速の影響を受け弱めの動きとなりました。 

当業界におきましては、橋梁事業は当第３四半期累計期間に前年同四半期並みの屯数が発注されましたが、発注

量は全盛期の３分の１まで落ち込んだままであります。また、発注物件１件当たりの大型化が進み、受注が特定業

者数社に偏重する傾向が続き、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は大型再

開発案件が新聞記事に取り上げられるようになり、やや明るい雰囲気はあるものの、大型高層物件の出件はまだ少

し先の話と思われます。 

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が、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高は9,280百万円（前年同四半期比

8.2％減）、営業損失125百万円（前年同四半期は119百万円の営業利益）、経常損失51百万円（前年同四半期は190

百万円の経常利益）、四半期純損失64百万円（前年同四半期は313百万円の四半期純利益）と売上高・損益面とも前

年同四半期を下回る結果となりました。 

受注状況につきましては、受注高は橋梁事業・鉄構事業ともに前第３四半期累計期間を上回ったものの、受注残

高では前第３四半期会計期間末に届きませんでした。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の総資産は、21,675百万円で前事業年度末比3,602百万円の減少となりました。その主な

要因は現金預金と受取手形・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3,590百万円減少し、

4,541百万円となりました。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、前事業年

度末比11百万円減少し、17,133百万円となりました。主な要因はその他有価証券評価差額金の増加と、配当金の支

払い等による利益剰余金の減少であります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成25年１月25日に修正いたしました業績予想に変更はありませ

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３四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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,934,419 1,456,718

受取手形・完成工事未収入金 9,385,724 7,047,205

未成工事支出金 139,961 151,132

材料貯蔵品 5,287 7,377

その他 184,833 87,335

貸倒引当金 △29,190 △22,390

流動資産合計 12,621,035 8,727,379

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,321,515 4,324,071

減価償却累計額 △3,083,221 △3,140,147

建物・構築物（純額） 1,238,293 1,183,923

機械・運搬具 3,605,477 3,800,113

減価償却累計額 △3,160,964 △3,226,274

機械・運搬具（純額） 444,513 573,838

土地 5,641,056 5,641,056

その他 904,491 850,611

減価償却累計額 △783,961 △785,001

その他（純額） 120,529 65,609

有形固定資産合計 7,444,393 7,464,428

無形固定資産   

ソフトウエア 61,656 44,626

その他 9,050 9,818

無形固定資産合計 70,707 54,445

投資その他の資産   

投資有価証券 4,310,818 4,730,625

従業員に対する長期貸付金 80,559 74,398

その他 840,808 713,597

貸倒引当金 △90,517 △89,657

投資その他の資産合計 5,141,668 5,428,964

固定資産合計 12,656,768 12,947,838

資産合計 25,277,804 21,675,217



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(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 3,481,505 2,128,795

短期借入金 3,400,000 1,500,000

未払法人税等 32,772 20,776

未成工事受入金 430,276 167,256

賞与引当金 140,020 55,204

工事損失引当金 405,363 349,428

その他 101,485 131,253

流動負債合計 7,991,422 4,352,713

固定負債   

繰延税金負債 4,099 68,285

退職給付引当金 112,356 96,079

その他 24,873 24,873

固定負債合計 141,329 189,237

負債合計 8,132,751 4,541,951

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 7,427,380

自己株式 △139,922 △139,808

株主資本合計 17,249,375 17,074,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,322 58,276

評価・換算差額等合計 △104,322 58,276

純資産合計 17,145,053 17,133,266

負債純資産合計 25,277,804 21,675,217



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

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

完成工事高 10,112,201 9,280,362

完成工事原価 9,130,584 8,540,942

完成工事総利益 981,616 739,420

販売費及び一般管理費 862,411 864,967

営業利益又は営業損失（△） 119,205 △125,547

営業外収益   

受取利息 19,873 16,948

受取配当金 46,722 43,355

その他 38,926 46,940

営業外収益合計 105,522 107,244

営業外費用   

支払利息 12,604 12,304

投資有価証券評価損 － 8,008

和解金 10,806 －

その他 10,521 12,387

営業外費用合計 33,932 32,700

経常利益又は経常損失（△） 190,795 △51,003

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 60,314 －

特別損失合計 60,314 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 326,980 △51,003

法人税、住民税及び事業税 13,860 13,048

法人税等合計 13,860 13,048

四半期純利益又は四半期純損失（△） 313,120 △64,051



（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 6,733 66.6 7,254 78.2 10,633 69.6

鉄 構 3,378 33.4 2,025 21.8 4,640 30.4

10,112 100.0 9,280 100.0 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 6,729 87.9 7,625 73.1 8,481 82.3

鉄 構 928 12.1 2,805 26.9 1,825 17.7

7,657 100.0 10,430 100.0 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 11,157 77.0 9,380 71.5 9,009 75.2

鉄 構 3,332 23.0 3,747 28.5 2,968 24.8

14,489 100.0 13,127 100.0 11,977 100.0

４．補足情報

期  別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

(23.4.1～23.12.31） (24.4.1～24.12.31） (23.4.1～24.3.31）

計

期  別 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前事業年度

(23.4.1～23.12.31） (24.4.1～24.12.31） (23.4.1～24.3.31）

計

計

期  別 前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度末

(平成23年12月31日現在） (平成24年12月31日現在） (平成24年3月31日現在）
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