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

24年3月期第1四半期 59,654 △1.8 △559 ― △882 ― △1,190 ―

23年3月期第1四半期 60,749 △25.7 △1,325 ― △1,935 ― △2,123 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △1,573百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △5,043百万円 （―％）

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1四半期 △6.73 ―

23年3月期第1四半期 △12.00 ―

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1四半期 339,080 115,697 33.1 634.50
23年3月期 356,104 118,438 32.3 649.66

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  112,285百万円 23年3月期  114,968百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 7.00 7.00

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、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 143,000 8.7 500 △28.9 200 ― 100 ― 0.57
通期 307,000 5.2 4,400 129.4 4,100 201.4 3,400 ― 19.21



(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ますが、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
基づく四半期レビュー報告書を受領しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る仮定を前提としています。実際の業績は、今後の
様々な要因によって大きく異なる結果と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1Q 185,213,602 株 23年3月期 185,213,602 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 8,246,578 株 23年3月期 8,246,412 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 176,967,390 株 23年3月期1Q 176,972,897 株



（参考）平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

                            （％表示は通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）  

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正有無：無 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定

を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。  

   

  売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期（累計）  122,000 9.7 500 △45.1 300 △37.9 1 62

通期  260,000 5.0 3,000 121.8 2,500 － 13 51
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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わが国経済は、東日本大震災後の電力供給不足などから、生産や輸出が停滞

するとともに、個人消費も低迷するなど、一段と厳しい状況にありました。 

 建設業界におきましては、公共投資・民間建設投資ともに低調に推移し、受注環境は厳しい状況が続きました。

 当第１四半期の連結業績は、売上高につきましては、前年同四半期比1.8％減の596億円余となりました。損益に

つきましては、営業損失５億円余（前年同四半期は営業損失13億円余）、経常損失８億円余（前年同四半期は経常

損失19億円余）となり、四半期純損失は11億円余（前年同四半期は四半期純損失21億円余）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報   

 当第１四半期連結会計期間における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより前連結会計年度

に比べ170億円余減少し、3,390億円余となりました。負債は、社債等の有利子負債の減少などにより前連結会計年

度に比べ142億円余減少し、2,233億円余となりました。また純資産は、前連結会計年度に比べ27億円余減少し、

1,156億円余となりました。以上の結果、純資産の額から少数株主持分を控除した自己資本の額は、1,122億円余と

なり、自己資本比率は前連結会計年度の32.3%から33.1%となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日の決算発表時に公表しました業績予想からの変更はありません。  

  

（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。 

  

（４）追加情報  

  （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

 び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

 正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 26,472 29,058

受取手形・完成工事未収入金等 109,056 86,514

販売用不動産 20,865 19,597

商品及び製品 988 993

未成工事支出金 14,712 18,419

開発事業等支出金 8,404 10,293

材料貯蔵品 866 992

その他 23,354 23,381

貸倒引当金 △989 △465

流動資産合計 203,731 188,785

固定資産   

有形固定資産 60,480 59,701

無形固定資産 888 818

投資その他の資産   

投資有価証券 78,856 78,096

その他 18,378 18,161

貸倒引当金 △6,231 △6,482

投資その他の資産合計 91,003 89,775

固定資産合計 152,372 150,295

資産合計 356,104 339,080

負債の部   

流動負債   

工事未払金等 49,194 44,181

短期借入金 27,327 28,619

1年内償還予定の社債 20,000 10,000

未払法人税等 373 253

未成工事受入金 23,185 24,771

工事損失引当金 1,350 1,102

その他の引当金 3,306 1,925

その他 16,439 18,120

流動負債合計 141,177 128,973

固定負債   

社債 36,976 36,976

長期借入金 32,294 30,880

退職給付引当金 16,828 16,944

その他 10,389 9,609

固定負債合計 96,487 94,409

負債合計 237,665 223,383



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,454 23,454

資本剰余金 31,709 31,709

利益剰余金 55,923 53,493

自己株式 △2,518 △2,518

株主資本合計 108,569 106,139

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,429 6,178

為替換算調整勘定 △30 △33

その他の包括利益累計額合計 6,399 6,145

少数株主持分 3,469 3,411

純資産合計 118,438 115,697

負債純資産合計 356,104 339,080



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 60,749 59,654

売上原価 56,468 55,376

売上総利益 4,280 4,277

販売費及び一般管理費 5,606 4,837

営業損失（△） △1,325 △559

営業外収益   

受取利息 90 59

受取配当金 472 417

持分法による投資利益 50 83

その他 131 169

営業外収益合計 744 730

営業外費用   

支払利息 595 541

為替差損 534 375

その他 225 135

営業外費用合計 1,354 1,053

経常損失（△） △1,935 △882

特別利益   

固定資産売却益 0 46

投資有価証券売却益 7 12

ゴルフ会員権償還益 － 39

貸倒引当金戻入額 227 3

その他 13 －

特別利益合計 249 101

特別損失   

固定資産除却損 2 17

投資有価証券評価損 601 14

貸倒引当金繰入額 － 272

災害による損失 － 80

その他 20 2

特別損失合計 625 387

税金等調整前四半期純損失（△） △2,310 △1,168

法人税、住民税及び事業税 53 82

法人税等調整額 0 2

法人税等合計 54 84

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,365 △1,252

少数株主損失（△） △241 △62

四半期純損失（△） △2,123 △1,190



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,365 △1,252

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,651 △311

持分法適用会社に対する持分相当額 △26 △8

その他の包括利益合計 △2,677 △320

四半期包括利益 △5,043 △1,573

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,722 △1,444

少数株主に係る四半期包括利益 △320 △128



 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22年４月１日 至 平成22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  

（単位：百万円）

（注）１．セグメント損失の調整額には、セグメント間取引34百万円が含まれております。 

   ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

   

Ⅱ 当第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  

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引△25百万円が含まれております。 

   ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失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

  

  
建築事業 土木事業 不動産事業 その他事業 

調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高             

外部顧客への売上高 30,801 23,651 1,363 4,931 － 60,749 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
37 1 25 396 (460) － 

計 30,839 23,652 1,389 5,328 (460) 60,749 

セグメント利益又は損失（△） △512 △207 △224 △415 34 △1,325 

  

  
建築事業 土木事業 不動産事業 その他事業 

調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２） 

売上高             

外部顧客への売上高 33,309 18,622 2,414 5,307 － 59,654 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
182 72 3 497 (756) － 

計 33,492 18,695 2,417 5,805 (756) 59,654 

セグメント利益又は損失（△） 23 △571 177 △163 (25) △559 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（単位：百万円）

  

４．補足情報

（１）（参考）四半期個別貸借対照表

  
前会計年度に係る
要約貸借対照表 

（平成23年３月31日）  

  
当第１四半期会計期間 
（平成23年６月30日）  

 資産の部     

  流動資産      

   現金預金  23,879  26,163

   受取手形・完成工事未収入金  106,659  83,519

   販売用不動産  9,817  8,767

   未成工事支出金  15,658  19,058

     開発事業等支出金  834  2,196

   材料貯蔵品  34  34

   その他  25,441  25,269

   貸倒引当金  △943  △369

   流動資産合計  181,382  164,639

  固定資産     

   有形固定資産  52,319  51,623

   無形固定資産  617  565

   投資その他の資産     

    投資有価証券  58,773  58,379

    その他  15,147  15,010

    貸倒引当金  △4,301  △4,557

    投資その他の資産計  69,618  68,832

   固定資産合計  122,555  121,020

  資産合計  303,938  285,660

 負債の部     

  流動負債     

   工事未払金  42,918  37,161

   短期借入金  20,025  21,112

   １年内償還予定の社債  20,000  10,000

   未払法人税等  299  181

   未成工事受入金  22,908  24,829

   工事損失引当金  1,324  1,047

   その他の引当金  2,625  1,489

   その他  18,990  18,912

   流動負債合計  129,091  114,732

  固定負債     

   社債  31,000  31,000

   長期借入金  27,594  26,660

   退職給付引当金    14,661  14,777

   その他  9,110  8,422

   固定負債合計  82,365  80,860

  負債合計  211,457  195,593



                                             （単位：百万円）

  

  

（注）四半期個別貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載しており 

   ますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

  

  

前会計年度に係る 

要約貸借対照表 

（平成23年３月31日）  

  

当第１四半期会計期間 

（平成23年６月30日）  

 純資産の部      

  株主資本     

   資本金   23,454  23,454

   資本剰余金  31,579  31,579

   利益剰余金  31,357  29,130

   自己株式  △48  △48

   株主資本合計  86,342  84,116

  評価・換算差額等     

   その他有価証券評価差額金  6,138  5,950

   評価・換算差額等合計  6,138  5,950

  純資産合計   92,481  90,066

 負債純資産合計    303,938  285,660



（単位：百万円）

  

  

（注）四半期個別損益計算書は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載しており 

   ますが、法定開示におけるレビュー対象ではありません。  

  

（２）（参考）四半期個別損益計算書

  
前第１四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）

当第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）

 売上高  50,919  47,726

 売上原価    47,359  44,786

 売上総利益  3,559  2,939

 販売費及び一般管理費  4,167  3,473

 営業損失（△）  △608  △533

 営業外収益   

  受取利息  88  59

  受取配当金  922  769

  その他  95  147

  営業外収益合計  1,107  976

 営業外費用     

  支払利息  534  486

  為替差損  534  375

  その他  99  105

  営業外費用合計  1,168  966

 経常損失（△）  △669  △523

 特別利益   

  投資有価証券売却益  7  12

  貸倒引当金戻入額  228  3

  その他  13  －

  特別利益合計  249  15

 特別損失    

  固定資産除却損  2  17

  投資有価証券評価損  601  14

  貸倒引当金繰入額  －  272

  災害による損失  －  77

  その他  8  1

  特別損失合計  613  381

 税引前四半期純損失（△）  △1,032  △890

 法人税等  42  40

 四半期純損失（△）  △1,074  △930



①個別受注実績 

（注）パーセント表示は、前年同四半期比増減率を示します。 

  

（参考）受注実績内訳                                （単位：百万円） 

  （注）不動産事業は、建築事業の国内民間に含んでおります。  

  

    ②個別受注予想                                   （単位：百万円） 

（注）パーセント表示は、前年同期比増減率を示します。  

  

（３）四半期個別受注の概況

  受注高 

  百万円     ％ 

24年３月期第１四半期累計期間 73,545 83.6 

23年３月期第１四半期累計期間 40,058 6.1 

区 分 

前第１四半期累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日) 

当第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) 

増   減 

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 

建築事業 

国内官公庁 1,583 4.0 899 1.2 △684 △43.2 

国 内 民 間 26,446 66.0 45,582 62.0 19,135  72.4 

海 外 1,655 4.1 321 0.4 △1,334 △80.6 

(計) (29,685) (74.1) (46,802) (63.6) (17,117) (57.7)

土木事業 

国内官公庁 5,205 13.0 20,766 28.2 15,560 298.9 

国 内 民 間 6,491 16.2 6,739 9.2 247 3.8 

海 外 △1,324 △3.3 △762 △1.0 561 － 

(計) (10,372) (25.9) (26,742) (36.4) (16,369) (157.8)

合  計 

国内官公庁 6,789 16.9 21,665 29.5 14,876 219.1 

国 内 民 間 32,937 82.2 52,321 71.1 19,383 58.9 

海 外 331 0.8 △441 △0.6 △773 － 

(計) (40,058) (100.0) (73,545) (100.0) (33,486) (83.6)

  

  

  

第２四半期累計期間 通   期 

金 額  ％ 金 額  ％ 

24年３月期予想 

建築事業     84,000    4.3 185,000 △12.3 

土木事業 36,000    △4.3 100,000      4.2 

合  計 120,000      1.6 285,000    △7.1 

23年３月期実績 

建築事業 80,512      15.0 210,888      21.8 

土木事業 37,635    △15.7 95,974     △4.1 

合  計 118,147       3.0 306,863      12.3 
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