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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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1四半期 3,747 29.0 94 ― 133 ― 124 ―
24年3月期第1四半期 2,905 △20.5 △64 ― △19 ― △24 ―

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 5.63 ―
24年3月期第1四半期 △1.08 ―

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 22,746 17,044 74.9
24年3月期 25,277 17,145 67.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  17,044百万円 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 ―
25年3月期（予想） 2.00 ― 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、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) 5,000 △26.9 △230 ― △200 ― △210 ― △9.52
通期 14,000 △8.3 100 △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1Q 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1Q 327,573 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1Q 22,048,642 株 24年3月期1Q 22,051,433 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１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を中心に内需主導のもとで緩やかに

持ち直しつつあります。しかしながら、欧州債務問題の再燃や新興国経済の減速、円高の進行等により、先行きは

不透明な状態が続いております。 

当業界におきましては、橋梁事業は発注量が全盛期の３分の１程度まで落ち込んだ状態が続く中で、復興需要も

本格化せず、受注を確保したい企業間の争いはより熾烈なものとなっております。また東日本大震災の発生以降、

鉄構事業では、耐震性能を含む設計の見直し等により、大型高層物件の新規着工が遅れ、量的な枯渇感が強まって

おります。そのため過当競争による採算割れが目立ち、昨年度からの、採算か受注量の確保かの難しい選択を迫ら

れる状態が続いております。 

このような状況のもとで、当社は年度方針を「総合力による受注と利益の確保」、「安全の向上と品質の確

保」、「教育・訓練による人材の育成」および「鋼構造物関連事業の推進」と定め、安定的な業績を継続するため

に、受注量の確保に向けて全社一丸となって取り組んでおります。 

当第１四半期累計期間は、採算の良い橋梁工事が完成したことで売上高、各利益ともに前年同四半期を上回る結

果を残すことができました。当第１四半期累計期間の業績は、売上高3,747百万円（前年同四半期比29.0％増）、営

業利益94百万円（前年同四半期は営業損失64百万円）、経常利益133百万円（前年同四半期は経常損失19百万円）、

四半期純利益124百万円（前年同四半期は四半期純損失24百万円）であります。 

受注状況につきましては、橋梁事業において一定量の受注を確保できましたが、売上高相当の受注高を目指す目

標には届きませんでした。鉄構事業におきましては、採算を重視した受注活動へと舵を切ったこともあり、低調な

結果となりました。なお、前年同四半期の受注高が低水準であったため、当第１四半期累計期間の受注高は前年同

四半期比で大幅に増加する結果となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産は、22,746百万円で前事業年度末比2,531百万円の減少となりました。その主な

要因は受取手形・完成工事未収入金と現金預金の減少によるものであります。負債は、前事業年度末比2,431百万円

減少し、5,701百万円となりました。主な要因は短期借入金と支払手形・工事未払金の減少によるものであります。

純資産は利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金の減少により、前事業年度末比100百万円減少し、17,044百

万円となりました。 

   

（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24年５月11日に公表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、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。 

 これによる当第１四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１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,934,419 2,576,652

受取手形・完成工事未収入金 9,385,724 7,546,376

未成工事支出金 139,961 94,417

材料貯蔵品 5,287 8,477

その他 184,833 66,208

貸倒引当金 △29,190 △23,790

流動資産合計 12,621,035 10,268,342

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,321,515 4,323,071

減価償却累計額 △3,083,221 △3,100,762

建物・構築物（純額） 1,238,293 1,222,309

機械・運搬具 3,605,477 3,616,518

減価償却累計額 △3,160,964 △3,178,187

機械・運搬具（純額） 444,513 438,330

土地 5,641,056 5,641,056

その他 904,491 919,720

減価償却累計額 △783,961 △783,348

その他（純額） 120,529 136,371

有形固定資産合計 7,444,393 7,438,067

無形固定資産   

ソフトウエア 61,656 58,444

その他 9,050 9,039

無形固定資産合計 70,707 67,484

投資その他の資産   

投資有価証券 4,310,818 4,142,384

従業員に対する長期貸付金 80,559 78,454

その他 840,808 842,295

貸倒引当金 △90,517 △90,602

投資その他の資産合計 5,141,668 4,972,531

固定資産合計 12,656,768 12,478,083

資産合計 25,277,804 22,746,425



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 3,481,505 3,015,855

短期借入金 3,400,000 1,600,000

未払法人税等 32,772 13,885

未成工事受入金 430,276 212,392

賞与引当金 140,020 56,858

工事損失引当金 405,363 444,179

その他 101,485 226,065

流動負債合計 7,991,422 5,569,237

固定負債   

繰延税金負債 4,099 －

退職給付引当金 112,356 107,443

その他 24,873 24,873

固定負債合計 141,329 132,317

負債合計 8,132,751 5,701,555

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 7,660,041

自己株式 △139,922 △140,020

株主資本合計 17,249,375 17,307,438

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △104,322 △262,568

評価・換算差額等合計 △104,322 △262,568

純資産合計 17,145,053 17,044,870

負債純資産合計 25,277,804 22,746,425



（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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

完成工事高 2,905,508 3,747,846

完成工事原価 2,680,695 3,359,596

完成工事総利益 224,812 388,249

販売費及び一般管理費 289,715 293,965

営業利益又は営業損失（△） △64,903 94,284

営業外収益   

受取利息 8,783 5,851

受取配当金 31,317 28,139

その他 25,893 20,433

営業外収益合計 65,994 54,424

営業外費用   

支払利息 4,808 7,101

投資有価証券評価損 1,246 6,097

和解金 10,806 －

その他 3,636 2,453

営業外費用合計 20,498 15,652

経常利益又は経常損失（△） △19,406 133,055

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △19,406 133,055

法人税、住民税及び事業税 4,620 8,748

法人税等合計 4,620 8,748

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,026 124,307



（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 1,659 57.1 2,787 74.4 10,633 69.6

鉄 構 1,245 42.9 960 25.6 4,640 30.4

2,905 100.0 3,747 100.0 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 60 35.8 1,023 97.8 8,481 82.3

鉄 構 107 64.2 22 2.2 1,825 17.7

167 100.0 1,046 100.0 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 9,561 67.3 7,245 78.1 9,009 75.2

鉄 構 4,644 32.7 2,030 21.9 2,968 24.8

14,205 100.0 9,275 100.0 11,977 100.0

期  別 

(平成24年3月31日現在）

前事業年度末

(23.4.1～23.6.30） (24.4.1～24.6.30） (23.4.1～24.3.31）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 前事業年度

(23.4.1～24.3.31）

４．補足情報

前事業年度

計

期  別 前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

(平成23年6月30日現在） (平成24年6月30日現在）

計

計

期  別 前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

(23.4.1～23.6.30） (24.4.1～24.6.30）
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