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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 30,577 18.5 △99 ― 72 △82.3 △449 ―
23年3月期第3四半期 25,793 △16.4 308 △25.3 406 △26.3 252 △9.3

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △653百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 15百万円 （―％）

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 △33.82 ―
23年3月期第3四半期 19.02 ―

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 35,120 17,452 49.7 1,313.53
23年3月期 35,427 18,305 51.7 1,377.70
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  17,452百万円 23年3月期  18,305百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 13.00 13.00

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  ：  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 49,000 16.8 930 △3.8 950 △14.2 400 △20.1 30.10



(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  ：  有  

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成24年３月期の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、本日発表しました「特別損失の発生に関するお知らせ」に記載のとおり、貸倒引当金繰入
額362百万円の特別損失が発生しましたが、その他の要因も含めまして現在精査中であり、現時点におきましては、中国の連結子会社が当初予想より好調に推
移し、特に第４四半期会計期間において進行基準適用の大型工事の進捗率が大幅に上がり、売上高増が見込まれること等から、海外部門全体で当該特別損失
を概ね補填できる見込みであり、平成23年５月17日に発表いたしました「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の予想数値に変更はございません。な
お、今後において業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかにお知らせいたします。 
 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる場合があります。 
 

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 14,364,975 株 23年3月期 14,364,975 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,077,954 株 23年3月期 1,077,671 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,287,061 株 23年3月期3Q 13,290,901 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におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況にある中で、景気は緩

やかに持ち直してまいりましたが、長引く円高の影響や米国経済の停滞、欧州の金融・財政不安がもたらす世界的

な景気減速懸念などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループ関連の建設業界におきましても、公共投資は東日本大震災の復旧・復興投資もあり、下げ止まって

きたものの、民間投資は低調に推移し、それに伴う価格競争の激化で、経営環境は依然として厳しい状況が続いて

おります。 

このような状況のもと、当連結会計年度は当社グループの創業70周年事業として発足し作成した成長戦略 

“Decade Strategy 2020”の1年目にあたり、総力をあげて受注及び利益の確保、経営の効率化を推進してまい

りました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は中国の子会社において大型案件を受注したこともあり、前年同

四半期比11.7％増の364億65百万円となり、売上高は前年同四半期比18.5％増の305億77百万円となりました。 

利益面につきましては、前年同四半期は原価低減が大幅に図られた大型工事があり、利益を大きく押し上げまし

たが、当四半期においては、利益面に大きく寄与する大型工事が無かったこともあり、営業損失は99百万円（前年

同四半期は営業利益３億８百万円）、経常利益は72百万円（前年同四半期比82.3％減）となりました。また、四半

期純損失は特別損失に貸倒引当金繰入額３億62百万円を計上し、更には税制改正による法人税率変更の影響で法人

税等が増加した結果、４億49百万円（前年同四半期は四半期純利益２億52百万円）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、連結会計年度末に完成する工事の割合が大きくなる傾

向があり、一方、販売費及び一般管理費などの固定費は各四半期にほぼ均等に発生するため、利益が連結会計年度

末に偏るという季節的変動があります。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

売上高につきましては、256億90百万円（前年同四半期比16.0％増）となり、セグメント損失は41百万円

（前年同四半期はセグメント利益３億22百万円）となりました。 

② 米国 

売上高につきましては、26億19百万円（前年同四半期比2.8％減）となり、セグメント損失は90百万円（前

年同四半期はセグメント損失29百万円）となりました。 

③ 中国 

売上高につきましては、22億67百万円（前年同四半期比138.7％増）となり、セグメント利益は31百万円

（前年同四半期比91.6％増）となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は351億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７百

万円の減少となりました。その主な要因といたしましては現金預金が23億48百万円減少し、受取手形・完成工事未

収入金等が８億58百万円、未成工事支出金が12億14百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は176億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億45百万

円の増加となりました。その主な要因といたしましては、未成工事受入金が12億63百万円増加し、支払手形・工事

未払金等が10億82百万円減少したこと等によるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は174億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億53百

万円の減少となりました。その主な要因といたしましては、利益剰余金が６億48百万円、為替換算調整勘定が１億

19百万円それぞれ減少したこと等によるものです。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月17日に公表いたしました「平成23年３月期 決算短信〔日本

基準〕（連結）」の連結業績予想の変更はいたしません。なお、業績修正が必要と判断された場合には、速やかに

別途お知らせいたします。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 税金費用の算定方法 

税金費用につきましては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実

効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によ

っております。     

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 10,719,117 8,370,298

受取手形・完成工事未収入金等 14,786,374 15,644,990

有価証券 499,818 39,916

未成工事支出金 1,326,837 2,541,658

商品 9,302 16,354

原材料 284,016 64,974

繰延税金資産 386,208 387,675

その他 694,853 1,195,185

貸倒引当金 △203,042 △209,687

流動資産合計 28,503,486 28,051,366

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 3,467,294 3,464,334

機械、運搬具及び工具器具備品 784,832 761,991

土地 1,875,062 1,890,317

建設仮勘定 9,385 80,121

その他 55,008 68,976

減価償却累計額 △2,653,496 △2,701,582

有形固定資産合計 3,538,086 3,564,158

無形固定資産 48,427 41,405

投資その他の資産   

投資有価証券 1,693,885 1,784,407

長期貸付金 284,018 573,401

繰延税金資産 422,433 445,452

その他 1,963,496 2,004,696

貸倒引当金 △1,026,190 △1,344,454

投資その他の資産合計 3,337,643 3,463,504

固定資産合計 6,924,157 7,069,069

資産合計 35,427,644 35,120,435
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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 12,992,526 11,910,419

短期借入金 360,000 912,484

未払法人税等 39,193 170,301

未成工事受入金 1,389,731 2,653,325

賞与引当金 275,994 138,200

完成工事補償引当金 36,123 49,213

工事損失引当金 469,567 506,200

その他の引当金 5,857 8,649

その他 998,054 721,510

流動負債合計 16,567,050 17,070,304

固定負債   

長期借入金 862 1,851

退職給付引当金 397,363 443,841

その他の引当金 9,807 24,691

負ののれん 72,325 58,764

その他 74,330 68,107

固定負債合計 554,690 597,255

負債合計 17,121,740 17,667,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,195,057 5,195,057

資本剰余金 5,087,248 5,087,248

利益剰余金 8,851,358 8,202,685

自己株式 △306,140 △306,238

株主資本合計 18,827,522 18,178,753

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 138,952 54,282

為替換算調整勘定 △660,571 △780,161

その他の包括利益累計額合計 △521,619 △725,878

純資産合計 18,305,903 17,452,874

負債純資産合計 35,427,644 35,120,435
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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 25,027,536 30,031,533

その他の事業売上高 766,227 546,259

売上高合計 25,793,763 30,577,793

売上原価   

完成工事原価 22,213,836 27,473,833

その他の事業売上原価 603,302 396,370

売上原価合計 22,817,138 27,870,203

売上総利益   

完成工事総利益 2,813,700 2,557,700

その他の事業総利益 162,924 149,889

売上総利益合計 2,976,625 2,707,589

販売費及び一般管理費 2,668,239 2,807,251

営業利益又は営業損失（△） 308,386 △99,661

営業外収益   

受取利息及び配当金 46,202 56,356

受取保険金 68,418 116,363

投資有価証券売却益 110 2

貸倒引当金戻入額 － 12,435

その他 30,867 48,726

営業外収益合計 145,599 233,883

営業外費用   

支払利息 6,571 4,419

為替差損 32,251 55,062

その他 8,391 2,608

営業外費用合計 47,214 62,091

経常利益 406,771 72,130

特別利益   

退職給付制度改定益 149,355 －

特別利益合計 149,355 －

特別損失   

固定資産売却損 － 934

固定資産除却損 9,987 －

投資有価証券評価損 364 15,210

貸倒引当金繰入額 － 362,754

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,914 －

特別損失合計 17,265 378,899

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（△）

538,861 △306,769

法人税等 286,103 142,593

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（△）

252,758 △449,362

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 252,758 △449,362
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（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（△）

252,758 △449,362

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,178 △84,669

為替換算調整勘定 △208,604 △119,589

その他の包括利益合計 △236,783 △204,259

四半期包括利益 15,975 △653,622

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 15,975 △653,622
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該当事項はありません。   

Ⅰ 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） 

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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、豪州の現地法人の事業活動を

含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

  

（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 

その他 
（注） 

合計 
日本 米国 中国 計 

売上高             

外部顧客への売上高  22,148,378  2,695,658  949,727  25,793,763  －  25,793,763

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  22,148,378  2,695,658  949,727  25,793,763  －  25,793,763

セグメント利益又は損失（△）  322,577  △29,421  16,464  309,621  △591  309,030

利益 金額 

報告セグメント計  309,621

「その他」の区分の損失（△）  △591

セグメント間取引消去  △644

四半期連結損益計算書の営業利益  308,386
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Ⅱ 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） 

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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、豪州の現地法人の事業活動を

含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

   

   

該当事項はありません。 

  
報告セグメント 

その他 
（注） 

合計 
日本 米国 中国 計 

売上高             

外部顧客への売上高  25,690,971  2,619,631  2,267,190  30,577,793  －  30,577,793

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  25,690,971  2,619,631  2,267,190  30,577,793  －  30,577,793

セグメント利益又は損失（△）  △41,062  △90,553  31,546  △100,068  △672  △100,741

損失（△） 金額 

報告セグメント計  △100,068

「その他」の区分の損失（△）  △672

セグメント間取引消去  1,079

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △99,661

（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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個別受注工事高、完成工事高、繰越工事高の状況 

（注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増

減額が含まれております。したがって、期中完成工事高にも係る増減額が含まれております。 

２．期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）に一致しております。 

４．補足情報

期別 区分 期首繰越工事高
（千円） 

期中受注工事高
（千円） 計（千円）

期中完成工事高
（千円） 

期末繰越工事高
（千円） 

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） 

一般施設工事 21,995,050 14,415,798 36,410,848  11,228,793 25,182,054

産業施設工事 2,707,098 4,131,258 6,838,356  3,352,919 3,485,437

営繕・保守工事 2,655,151 8,237,204 10,892,355  6,797,742 4,094,613

計 27,357,299 26,784,261 54,141,561  21,379,455 32,762,105

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） 

一般施設工事 23,732,415 11,789,892 35,522,308  12,585,062 22,937,245

産業施設工事 3,662,004 6,159,043 9,821,047  4,367,482 5,453,564

営繕・保守工事 4,028,027 10,369,240 14,397,268  8,200,540 6,196,728

計 31,422,447 28,318,176 59,740,624  25,153,085 34,587,538

前事業年度 

（自平成22年４月１日 

至平成23年３月31日） 

一般施設工事 21,995,050 21,131,531 43,126,581  19,394,166 23,732,415

産業施設工事 2,707,098 6,403,548 9,110,646  5,448,642 3,662,004

営繕・保守工事 2,655,151 11,964,778 14,619,929  10,591,901 4,028,027

計 27,357,299 39,499,857 66,857,157  35,434,709 31,422,447
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