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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） 

 

(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 1,175 △13.0 △46 ― △37 ― △39 ―
24年3月期第1四半期 1,351 △49.5 △25 ― △9 ― △8 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △43百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △17百万円 （―％）

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 △5.41 ―
24年3月期第1四半期 △1.21 ―

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

25年3月期第1四半期 6,173 3,793 61.4 516.69
24年3月期 8,600 3,888 45.2 529.64
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,793百万円 24年3月期  3,888百万円

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 ― 7.00 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

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  ：  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) 2,830 △27.2 △15 ― △5 ― △20 ― △2.72
通期 9,250 △9.3 180 △47.2 195 △49.3 90 △52.7 12.26



(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
四半期連結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、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「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   ：  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 7,500,000 株 24年3月期 7,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 158,493 株 24年3月期 158,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,341,507 株 24年3月期1Q 7,341,507 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、復興関連需要が堅調に推移するもと、消費者マインドの改

善に加え、自動車に対する需要刺激策の効果から、個人消費も増加傾向を示すなど、緩やかな持ち直し基調を維持

してまいりました。 

建設業界におきましては、震災復興関連を中心に公共工事請負金額は増加しましたが、一部地域に偏り、国内

全体での設備投資意欲は低迷を続けております。また、運輸業界におきましても、積載量は一向に伸びず、経営環

境は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の下で、当企業グループは、主力たる建設事業の受注獲得に全力を注ぎました結果、当第１四

半期連結累計期間の建設事業の受注高は、前年同期比１億64百万円増の23億61百万円となり、通期受注計画100億

円に対する進捗率は23.6％となっております。 

売上高につきましては、運輸事業の売上高は堅調に推移しましたが、建設事業は期首繰越工事高が前期比減少

してのスタートであったこと、及び一部受注済工事において計画変更等により着工に遅れが生じたことから、当第

１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比１億75百万円減の11億75百万円となりました。 

また、利益につきましても建設事業の減収、及び受注競争激化による粗利益率の低下を受け、当第１四半期連

結累計期間の営業損失は46百万円で前年同期比20百万円の減益、経常損失は37百万円で前年同期比28百万円の減益

となりました。また、収用補償金17百万円を特別利益に計上する一方、株価下落に伴う投資有価証券評価損30百万

円により、四半期純損失は39百万円と前年同期に比べて30百万円の減益となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は44億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ、23億90百万円

減少いたしました。これは主に前連結会計年度末の受取債権が工事の完成・引渡の進展により回収が促進される一

方、受注済工事の一部が計画変更等により着工が遅れたため新たな受取債権の発生が少なく、受取手形・完成工事

未収入金等が23億33百万円減少したこと、及び現金預金が86百万円減少したことによるものであります。固定資産

は17億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ、36百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が30百万

円減少したことによるものであります。 

 この結果、資産合計は61億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ、24億27百万円減少いたしました。 

   

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は20億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ、23億34百万円

減少いたしました。これは主に前連結会計年度末の支払債務が支払の進展により減少する一方、工事着工の遅れに

より、新たな支払債務の発生が少なく、支払手形・工事未払金等が19億29百万円減少したこと、及びその他流動負

債が３億46百万円減少したことによるものであります。固定負債は３億25百万円となり、前連結会計年度末に比

べ、２百万円増加いたしました。 

 この結果、負債合計は23億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ、23億31百万円減少いたしました。 

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は37億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ、95百万円減

少いたしました。これは主に利益剰余金の減少91百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は61.4％（前連結会計年度末は45.2％）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５月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売  上  高 セグメント利益又はセグメント損失（△） 

・建設事業 11億９百万円（前年同期比 ％減） 14.0 △55百万円 （前年同期は 32百万円の損失）

・運輸事業 65百万円（前年同期比  ％増） 7.0 ９百万円 （前年同期比 ％増）37.2



（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）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） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に取

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の方法に変更しております。 

 この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。    

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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   

現金預金 2,856,989 2,770,523

受取手形・完成工事未収入金等 3,919,211 1,585,834

未成工事支出金 57,808 31,491

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 2,120 1,623

繰延税金資産 34,201 48,590

その他 31,415 46,124

貸倒引当金 △66,300 △39,300

流動資産合計 6,835,851 4,445,292

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 380,532 380,209

機械、運搬具及び工具器具備品 266,645 253,703

土地 716,707 716,679

減価償却累計額 △528,380 △519,051

有形固定資産合計 835,504 831,541

無形固定資産 12,629 11,914

投資その他の資産   

投資有価証券 764,759 734,229

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 85,214 83,348

その他 43,049 43,699

貸倒引当金 △46,050 △46,160

投資その他の資産合計 916,373 884,517

固定資産合計 1,764,507 1,727,973

資産合計 8,600,358 6,173,265



（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・工事未払金等 3,793,786 1,863,837

未払法人税等 70,027 6,378

未成工事受入金 54,756 73,610

完成工事補償引当金 11,000 12,000

工事損失引当金 － 3,200

賞与引当金 38,500 21,300

その他 420,897 74,075

流動負債合計 4,388,967 2,054,401

固定負債   

退職給付引当金 217,474 228,982

役員退職慰労引当金 105,374 96,457

その他 160 140

固定負債合計 323,008 325,580

負債合計 4,711,975 2,379,981

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,726,940 2,635,796

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,876,348 3,785,203

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,034 8,080

その他の包括利益累計額合計 12,034 8,080

純資産合計 3,888,382 3,793,283

負債純資産合計 8,600,358 6,173,265



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(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 1,351,077 1,175,147

売上原価 1,258,925 1,118,291

売上総利益 92,151 56,856

販売費及び一般管理費 117,890 102,998

営業損失（△） △25,739 △46,142

営業外収益   

受取利息 4,821 2,699

受取配当金 4,008 3,710

受取賃貸料 5,234 866

その他 2,927 1,858

営業外収益合計 16,991 9,134

営業外費用   

賃貸費用 1,016 820

その他 102 127

営業外費用合計 1,118 947

経常損失（△） △9,865 △37,955

特別利益   

固定資産売却益 － 1,859

収用補償金 － 17,716

特別利益合計 － 19,575

特別損失   

投資有価証券評価損 － 30,543

貸倒引当金繰入額 150 110

特別損失合計 150 30,653

税金等調整前四半期純損失（△） △10,015 △49,033

法人税、住民税及び事業税 2,817 5,280

法人税等調整額 △3,985 △14,560

法人税等合計 △1,168 △9,279

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △8,847 △39,753

四半期純損失（△） △8,847 △39,753



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(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損失（△） △8,847 △39,753

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,188 △3,954

その他の包括利益合計 △8,188 △3,954

四半期包括利益 △17,036 △43,708

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,036 △43,708

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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 

（注）セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しておりま

す。 

  

Ⅱ 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） 

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 

（注）セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しておりま

す。 

  

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  建設事業 運輸事業 
合 計 
（注） 

売上高       

(1）外部顧客への売上高  1,289,448  61,628  1,351,077

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  1,289,448  61,628  1,351,077

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 △32,356  6,617  △25,739

  （単位：千円）

  建設事業 運輸事業 
合 計 
（注） 

売上高       

(1）外部顧客への売上高  1,109,201  65,945  1,175,147

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  1,109,201  65,945  1,175,147

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 △55,224  9,082  △46,142

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象



（１）生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                    （単位：千円、％）

  
② 売上高                                    （単位：千円、％）

  
③ 次期繰越高                                  （単位：千円、％）

  

４．補足情報

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第１四半期）

当第１四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成24年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  647,225  29.4  0  0.0  △647,225  △100.0  658,395  6.9

 民  間  1,400,339  63.8  2,323,086  98.4  922,746  65.9  7,915,943  82.6

   計  2,047,564  93.2  2,323,086  98.4  275,521  13.5  8,574,338  89.5

 土 

 木 

 官公庁  99,700  4.6  0  0.0  △99,700  △100.0  608,759  6.3

 民  間  49,150  2.2  37,916  1.6  △11,234  △22.9  398,275  4.2

   計  148,850  6.8  37,916  1.6  △110,934  △74.5  1,007,034  10.5

 計 

 官公庁  746,925  34.0  0  0.0  △746,925  △100.0  1,267,154  13.2

 民  間  1,449,490  66.0  2,361,002  100.0  911,512  62.9  8,314,219  86.8

   計  2,196,415  100.0  2,361,002  100.0  164,587  7.5  9,581,373  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第１四半期）

当第１四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成24年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  405  0.0  87,713  7.5  87,308  －  171,608  1.7

 民  間  1,238,827  91.7  811,287  69.0  △427,539  △34.5  8,349,432  81.8

   計  1,239,232  91.7  899,000  76.5  △340,231  △27.5  8,521,040  83.5

 土 

 木 

 官公庁  415  0.0  175,186  14.9  174,771  －  429,051  4.2

 民  間  49,801  3.7  35,015  3.0  △14,786  △29.7  994,737  9.8

   計  50,216  3.7  210,201  17.9  159,984  318.6  1,423,788  14.0

 計 

 官公庁  820  0.0  262,899  22.4  262,079  －  600,659  5.9

 民  間  1,288,628  95.4  846,302  72.0  △442,326  △34.3  9,344,169  91.6

   計  1,289,448  95.4  1,109,201  94.4  △180,247  △14.0  9,944,828  97.5

 運輸事業  61,628  4.6  65,945  5.6  4,317  7.0  251,726  2.5

 合  計  1,351,077  100.0  1,175,147  100.0  △175,930  △13.0  10,196,555  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成24年３月期 

    第１四半期）

当第１四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第１四半期）

比較増減 
（参考） 

平成24年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  646,820  13.2  399,074  8.2  △247,746  △38.3  486,787  13.5

 民  間  3,460,526  70.6  4,377,323  89.7  916,797  26.5  2,865,524  78.9

   計  4,107,346  83.8  4,776,397  97.9  669,051  16.3  3,352,311  92.4

 土 

 木 

 官公庁  156,985  3.2  62,222  1.3  △94,763  △60.4  237,408  6.5

 民  間  635,559  13.0  42,649  0.8  △592,910  △93.3  39,748  1.1

   計  792,544  16.2  104,871  2.1  △687,673  △86.8  277,156  7.6

 計 

 官公庁  803,805  16.4  461,296  9.5  △342,509  △42.6  724,195  20.0

 民  間  4,096,085  83.6  4,419,972  90.5  323,887  7.9  2,905,272  80.0

   計  4,899,890  100.0  4,881,268  100.0  △18,621  △0.4  3,629,467  100.0
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