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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 39,701 2.1 △706 ― △758 ― 293 ―
23年3月期第3四半期 38,893 △12.0 △656 ― △686 ― △556 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △197百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △732百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 13.52 ―
23年3月期第3四半期 △25.65 ―

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

24年3月期第3四半期 56,511 10,989 19.4 506.22
23年3月期 53,490 11,296 21.1 520.31
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,989百万円 23年3月期  11,296百万円

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

23年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有  
 上記予想に関する事項は【添付資料】P.3「（３）連結業績予想に関する定性的情報」を参照してください。 

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 64,000 7.9 380 216.9 330 164.6 150 △92.2 6.91



(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 

(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 
 本資料に記載されている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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 21,720,000 株 23年3月期 21,720,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 10,108 株 23年3月期 9,913 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 21,710,002 株 23年3月期3Q 21,710,404 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災や原発事故の影響により、一時低迷していた企業の

生産活動が、徐々に回復基調に転じてきたものの、欧州ソブリンリスク問題や米国の景気回復と財政赤字削減の

遅れによる円高の長期化、加えて、タイ大規模洪水の影響など不安材料が多く、景気の先行きは、依然として厳

しい状況が続いております。 

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、東日本大震災の復旧・復興に伴う建設投資の増

加が見られるものの、輸送車両や労務不足およびコスト上昇、民間建設投資低迷による受注競争の激化など、業

界を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況の中で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、平成27年度を最終年度とする第二次経営５ヵ年計画の基本方針であ

る、①ソリューション型営業を展開して特命受注を拡大させ、収益の向上を図る、②コアコンピタンスとなる技

術・工法の確立により他社との差別化を図る、③環境事業、再開発事業、土木リニューアルなどへの周辺事業領

域の拡大を図ることに積極的に取り組みました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の受注工事高につきましては、前年同四半期比7.4%増の369億１百万円

となりました。売上高は、前年同四半期比2.1%増の397億１百万円となりました。利益につきましては、完成工

事総利益の減少により、営業損失として７億６百万円（前年同四半期は６億５千６百万円の営業損失）、経常損

失として７億５千８百万円（前年同四半期は６億８千６百万円の経常損失）となりましたが、固定資産売却に伴

う特別利益の計上により、四半期純利益は２億９千３百万円（前年同四半期は５億５千６百万円の四半期純損

失）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、主たる事業である建築事業および土木事業において、契約により工事の完成

引渡が第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

ける売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がございます。 

セグメントの実績は次のとおりであります。 

（建築事業） 

売上高につきましては、手持工事の増加により、前年同四半期比18.1%増の308億８百万円となりました。営業

損益につきましては、受注競争の激化、労務・資材費の上昇などにより、前年同四半期比21.9%減の９億８千８

百万円の損失となりました。 

（土木事業） 

売上高につきましては、前年の受注減少が響き、前年同四半期比32.5%減の81億７千８百万円となりました。

営業損益につきましては、手持工事の減少などにより、前年同四半期比38.4%増の１億１千万円の損失となりま

した。 

（不動産事業） 

売上高につきましては、賃貸収入の増加により、前年同四半期比3.2%増の７億１千４百万円となりました。営

業損益につきましては、前年同四半期比17.4%増の３億９千２百万円の利益となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

当第３四半期末における資産の残高は565億１千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ30億２千１百万

円の増加となりました。主な原因といたしましては、賃貸用資産の取得および不動産事業支出金が増加したこ

となどによるものです。 

② 負債 

負債の残高は455億２千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億２千７百万円の増加となりました。

主な原因といたしましては、不動産事業支出金の増加に伴い、借入金が増加したことによるものです。 

③ 純資産 

純資産の残高は109億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億６百万円の減少となりました。主

な原因といたしましては、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期連結経営成績は、工事採算の低下により完成工事総利益が減少したため、営業利益、経

常利益、当期純利益において、前回予想を下回る見込みです。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結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。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,155,707 6,875,371

受取手形・完成工事未収入金等 18,448,393 17,096,072

販売用不動産 176,936 138,196

未成工事支出金 2,182,871 2,023,435

不動産事業支出金 2,837,269 4,571,162

材料貯蔵品 253,921 248,823

繰延税金資産 1,261,251 819,913

未収消費税等 － 1,657,735

短期貸付金 2,343 1,302,293

その他 313,970 1,140,545

流動資産合計 33,632,665 35,873,547

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,662,070 4,978,557

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 274,268 365,650

建設仮勘定 4,205 404,005

土地 11,198,145 11,195,339

リース資産（純額） 27,669 20,113

有形固定資産合計 14,166,358 16,963,665

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 205,102 155,206

無形固定資産合計 223,285 173,389

投資その他の資産   

投資有価証券 3,790,411 3,072,183

長期貸付金 1,329,583 27,861

繰延税金資産 － 51,915

その他 366,263 367,553

貸倒引当金 △18,402 △18,279

投資その他の資産合計 5,467,855 3,501,233

固定資産合計 19,857,499 20,638,289

資産合計 53,490,165 56,511,837
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 17,511,804 15,995,665

短期借入金 11,323,000 17,650,000

未成工事受入金 2,713,847 2,667,194

完成工事補償引当金 187,816 70,103

工事損失引当金 204,549 300,548

未払消費税等 1,910,526 －

その他 725,980 1,524,202

流動負債合計 34,577,524 38,207,714

固定負債   

長期借入金 2,352,000 2,012,000

退職給付引当金 2,993,983 3,358,468

再評価に係る繰延税金負債 830,263 727,237

繰延税金負債 1,153,171 733,415

その他 287,201 483,123

固定負債合計 7,616,620 7,314,245

負債合計 42,194,144 45,521,960

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 7,847,026 8,032,000

自己株式 △2,533 △2,571

株主資本合計 10,492,339 10,677,276

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 237,753 △356,351

土地再評価差額金 565,926 668,952

その他の包括利益累計額合計 803,680 312,600

純資産合計 11,296,020 10,989,877

負債純資産合計 53,490,165 56,511,837
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 38,200,903 38,987,182

兼業事業売上高 692,307 714,381

売上高合計 38,893,211 39,701,564

売上原価   

完成工事原価 35,954,850 37,109,974

兼業事業売上原価 255,196 289,571

売上原価合計 36,210,047 37,399,545

売上総利益   

完成工事総利益 2,246,053 1,877,208

兼業事業総利益 437,110 424,809

売上総利益合計 2,683,164 2,302,018

販売費及び一般管理費 3,339,744 3,008,914

営業損失（△） △656,580 △706,896

営業外収益   

受取利息 17,183 29,909

受取配当金 49,790 46,390

持分法による投資利益 11,537 －

雑収入 24,893 17,541

営業外収益合計 103,405 93,841

営業外費用   

支払利息 118,019 122,766

シンジケートローン手数料 15,600 22,400

その他 1 －

営業外費用合計 133,620 145,166

経常損失（△） △686,795 △758,222

特別利益   

前期損益修正益 19,734 －

固定資産売却益 26,751 1,187,726

その他 3,891 1,262

特別利益合計 50,377 1,188,989

特別損失   

固定資産除売却損 5,011 1,999

減損損失 335,178 －

投資有価証券評価損 1,807 69,902

その他 6,592 2,146

特別損失合計 348,589 74,047

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（△）

△985,007 356,719

法人税、住民税及び事業税 22,012 37,710

法人税等調整額 △450,087 25,484

法人税等合計 △428,075 63,194

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（△）

△556,932 293,525

四半期純利益又は四半期純損失（△） △556,932 293,525

6



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

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（△）

△556,932 293,525

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △176,065 △594,105

土地再評価差額金 － 103,025

その他の包括利益合計 △176,065 △491,080

四半期包括利益 △732,998 △197,555

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △732,998 △197,555
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該当事項はありません。 

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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生産、受注及び販売の状況 
受注実績（連結） 

  
受注実績（個別） 

  
売上実績（連結） 

  
売上実績（個別） 

  
手持工事高（個別） 

（注）１．当社グループでは、建築事業・土木事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

３．上記の金額には、消費税は含んでおりません。 

４．補足情報

区分 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  28,096  81.8  27,895  75.6  △0.7

土木事業  6,270  18.2  9,006  24.4  43.6

合計  34,366  100.0  36,901  100.0  7.4

区分 

前第３四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  27,158  81.8  27,237  75.5  0.3

土木事業  6,049  18.2  8,818  24.5  45.8

合計  33,208  100.0  36,055  100.0  8.6

区分 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  26,076  67.0  30,808  77.6  18.1

土木事業  12,124  31.2  8,178  20.6  △32.5

不動産事業  692  1.8  714  1.8  3.2

合計  38,893  100.0  39,701  100.0  2.1

区分 

前第３四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  25,126  67.4  30,263  77.5  20.4

土木事業  11,450  30.7  8,074  20.7  △29.5

不動産事業  700  1.9  714  1.8  1.9

合計  37,278  100.0  39,052  100.0  4.8

区分 

前第３四半期累計期間 
（平成22年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（平成23年12月31日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  29,991  74.9  29,996  73.3  0.0

土木事業  10,028  25.1  10,899  26.7  8.7

合計  40,020  100.0  40,895  100.0  2.2
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