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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

平成24年３月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりませ
ん。 

(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1四半期 9,565 ― 656 ― 637 ― 349 ―
24年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 351百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 ―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1四半期 2.85 ―
24年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 39,850 15,992 40.1
24年3月期 42,256 15,640 37.0
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,992百万円 24年3月期  15,640百万円

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

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、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  ：  有   

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) 19,830 ― 760 ― 680 ― 490 ― 4.00
通期 40,890 ― 990 ― 780 ― 570 ― 4.65



(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 
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。 
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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「(3) 連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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） 25年3月期1Q 122,513,391 株 24年3月期 122,513,391 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 17,463 株 24年3月期 17,382 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 122,495,977 株 24年3月期1Q 118,135,179 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい状況にあり、復興需要等を背景

に企業生産や個人消費で持ち直しの動きはみられるものの、欧州政府債務危機や円高とデフレによる悪

循環などにより、景気の先行きは不透明な状況にあります。 

 公共投資関連の市場におきましては、東日本大震災の復興に関する関連予算の執行により需要の増加

も見込まれております。しかしながら、公共事業の見直しや公共事業費の削減は今後も進むと見られ、

一段と厳しさを増しております。当社グループがその大半を依存しております橋梁業界におきまして

も、多数の企業で受注を競い合う非常に厳しい状況が続いております。 

 このような状況におきまして、当社グループは、当第１四半期連結会計期間の発注に対応するためグ

ループ全体で受注活動に取り組み、鋼構造物事業におきましては、西日本高速道路株式会社「新名神高

速道路 船坂川橋(鋼上部工)工事」などを受注し、建設事業におきましては、大林組・大本組工事建設

共同企業体「千住関屋ポンプ所（ケーソン）工事」などを受注しました。その結果、当第１四半期連結

累計期間の受注高としましては89億４千２百万円となりました。売上高につきましては95億６千５百万

円となり、受注残高につきましては352億５千９百万円となりました。 

 損益面では、売上総利益は12億８千２百万円、営業利益は６億５千６百万円、経常利益は６億３千７

百万円となり、四半期純利益は３億４千９百万円となりました。 

なお、セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 鋼構造物事業 

当セグメントにおきましては、売上高は14億９千６百万円、セグメント損失(営業損失)は３百万円と

なりました。 

② 建設事業 

当セグメントにおきましては、売上高は80億６千９百万円、セグメント利益(営業利益)は６億６千２

百万円となりました。 
  

※前第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、業績数値の前年同四半期との

比較は行っておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は398億５千万円となり、前連結会計年度末に比べ24億

５百万円減少いたしました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ6.8％減少し、327億６千８百万円となりました。これは、受取

手形及び売掛金が17億９千６百万円減少したことなどによるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ0.0％増加し、70億８千２百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ13.0％減少し、165億６千６百万円となりました。これは、未

払金が19億３千３百万円減少したことなどによるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ3.7％減少し、72億９千１百万円となりました。これは、長期

借入金が２億７千８百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ2.3％増加し、159億９千２百万円となり、自己資本比率は40.1％

となりました。 

  

 平成25年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしま

した業績予想から変更しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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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。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,154,009 17,524,016

受取手形及び売掛金 12,887,956 11,091,017

仕掛品 1,308,241 520,461

原材料及び貯蔵品 104,180 99,136

繰延税金資産 62,968 62,968

その他 3,777,266 3,515,102

貸倒引当金 △118,455 △44,264

流動資産合計 35,176,166 32,768,438

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,147,826 1,132,151

機械及び装置（純額） 672,605 657,540

土地 4,319,278 4,319,278

その他（純額） 35,162 58,117

有形固定資産合計 6,174,873 6,167,088

無形固定資産 25,415 25,856

投資その他の資産

投資有価証券 610,283 614,993

破産更生債権等 1,089,168 1,087,805

その他 387,343 440,730

貸倒引当金 △1,206,676 △1,254,133

投資その他の資産合計 880,118 889,395

固定資産合計 7,080,407 7,082,340

資産合計 42,256,573 39,850,778
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,053,588 1,162,443

短期借入金 1,799,169 2,709,619

1年内返済予定の長期借入金 1,931,900 715,400

未払金 9,045,666 7,111,808

未払法人税等 148,320 331,138

前受金 2,633,559 1,796,990

預り金 709,661 1,302,067

賞与引当金 40,400 －

工事損失引当金 1,307,556 1,043,780

完成工事補償引当金 108,072 150,693

その他 266,002 242,146

流動負債合計 19,043,897 16,566,088

固定負債

長期借入金 1,409,550 1,130,700

繰延税金負債 319,312 321,086

退職給付引当金 4,054,920 4,049,493

訴訟損失引当金 1,714,919 1,717,462

その他 73,093 73,093

固定負債合計 7,571,796 7,291,835

負債合計 26,615,693 23,857,923

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 453,957 453,957

利益剰余金 14,181,049 14,530,547

自己株式 △6,643 △6,665

株主資本合計 15,628,363 15,977,839

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 12,516 15,015

その他の包括利益累計額合計 12,516 15,015

純資産合計 15,640,880 15,992,855

負債純資産合計 42,256,573 39,850,778
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 9,565,732

売上原価 8,283,248

売上総利益 1,282,484

販売費及び一般管理費

役員報酬 22,361

従業員給料及び賞与 268,523

法定福利及び厚生費 30,983

不動産賃借料 38,768

旅費交通費及び通信費 47,450

研究開発費 72,490

その他 145,094

販売費及び一般管理費合計 625,672

営業利益 656,811

営業外収益

貸倒引当金戻入額 26,225

その他 18,252

営業外収益合計 44,477

営業外費用

支払利息 43,490

その他 20,116

営業外費用合計 63,606

経常利益 637,682

特別利益

固定資産売却益 24,713

特別利益合計 24,713

特別損失

損害賠償損失 2,543

特別損失合計 2,543

税金等調整前四半期純利益 659,852

法人税、住民税及び事業税 310,792

法人税等調整額 △437

法人税等合計 310,354

少数株主損益調整前四半期純利益 349,497

四半期純利益 349,497
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 349,497

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,499

その他の包括利益合計 2,499

四半期包括利益 351,997

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 351,997

少数株主に係る四半期包括利益 －
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該当事項はありません。 

  

  

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 調整額は、以下のとおりであります。 

  セグメント利益の調整額は、各セグメントに配賦していない全社費用△2,161千円が含まれてお

ります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費および連結子会社（㈱白石ホー

ムズ）における発生費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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）セグメント情報等

報告セグメント
調整額

四半期連結
損益計算書 
計上額鋼構造物事業 建設事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,496,274 8,069,458 9,565,732 ― 9,565,732

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,496,274 8,069,458 9,565,732 ― 9,565,732

セグメント利益又は損失(△) △3,492 662,464 658,972 △2,161 656,811

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前連結会計年度における「Ⅰ 売上高」及び「Ⅱ 受注高」につきましては、鋼構造物事業は平成23年４

月１日から平成24年３月31日までの12ヶ月間、建設事業は平成24年１月１日から平成24年３月31日まで

の３ヶ月間の金額です。 

４．補足情報

（１）売上高、受注高及び受注残高の状況

Ⅰ 売上高

区 分

当第１四半期連結累計期間 前連結会計年度

(自 平成24年４月１日 (自 平成23年４月１日

  至 平成24年６月30日)  至 平成24年３月31日)

金 額 金 額

(百万円) (百万円)

鋼構造物事業 1,496 5,281

建設事業 8,069 9,153

合 計 9,565 14,435

Ⅱ 受注高

区 分

当第１四半期連結累計期間 前連結会計年度

(自 平成24年４月１日 (自 平成23年４月１日

  至 平成24年６月30日)  至 平成24年３月31日)

金 額 金 額

(百万円) (百万円)

鋼構造物事業 1,301 4,669

建設事業 7,641 7,564

合 計 8,942 12,233

Ⅲ 受注残高

区 分

当第１四半期連結累計期間 前連結会計年度

(平成24年６月30日) (平成24年３月31日)

金 額 金 額

(百万円) (百万円)

鋼構造物事業 5,215 5,410

建設事業 30,044 30,472

合 計 35,259 35,882
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