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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 5,717 13.2 △401 ― △403 ― △229 ―
23年3月期第1四半期 5,050 39.4 △413 ― △437 ― △283 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △246百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △325百万円 （―％）

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 △14.40 ―
23年3月期第1四半期 △17.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 22,104 5,542 24.9
23年3月期 25,343 5,812 22.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,502百万円 23年3月期  5,770百万円

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 ― 1.50 1.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 1.50 1.50

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) 13,000 8.0 △390 ― △430 ― △350 ― △21.93
通期 34,000 4.8 420 89.5 400 188.2 250 355.1 15.67



(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  
（注）詳細は、【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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、【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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 15,978,500 株 23年3月期 15,978,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 20,155 株 23年3月期 20,155 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,958,345 株 23年3月期1Q 15,958,575 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、３月11日に発生した東日本大震災による物理的な

被害と、二次的災害となった原発事故から派生した電力不足及び放射性物質の影響により国内企業の生

産や輸出が大幅に減少しました。また、これらは消費者心理にも様々な影響を及ぼし、消費の自粛、節

電、風評被害といった形で表面化し、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 道路建設業界におきましても、公共工事が低調に推移しているなか、民間工事についても企業の設備

投資意欲が弱く、依然として厳しい事業環境にありました。 

 当社グループでは、このような状況下、東日本大震災における被災地の復旧・復興支援に尽力するこ

とのほか、既存顧客の深耕や新規顧客の開拓など受注量確保に総力を挙げてまいりました。その結果、

売上高は57億１千７百万円（前年同期50億５千万円）となりました。利益につきましては、経常損失が

４億３百万円（前年同期の経常損失４億３千７百万円）、四半期純損失が２億２千９百万円（前年同期

の四半期純損失２億８千３百万円）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、第４四半期連結会計期間に比較的集中するため、第１四半期から第３四半期の連結会計期間に

おける売上高に比べ第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がありま

す。  

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度に比べて20％減少し、128億２千７百万円となりました。これは、現金

預金が８億１千７百万円、未成工事支出金が８億４千４百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未

収入金等が52億８千６百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は前連結会計年度に比べ１％減少し、92億７千２百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度に比べて19％減少し、119億７千２百万円となりました。これは、支払

手形・工事未払金等が20億７千７百万円、短期借入金が10億４千９百万円それぞれ減少したことなどに

よります。 

 固定負債は前連結会計年度に比べて３％減少し、45億８千９百万円となりました。これは長期借入金

が９千４百万円減少したことなどによります。 

  

（純資産）  

純資産合計は、前連結会計年度に比べて５％減少し、55億４千２百万円となりました。これは、主と

して当四半期純損失により利益剰余金が２億５千３百万円減少したことなどによります。 

  

平成23年５月16日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はありませ

ん。 

 今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

  

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。 

  

（税金費用の計算）  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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 2,857,288 3,674,879

受取手形・完成工事未収入金等 11,355,119 6,069,053

未成工事支出金 1,190,788 2,035,384

その他のたな卸資産 289,438 276,115

繰延税金資産 115,035 267,412

その他 254,680 581,324

貸倒引当金 △76,819 △76,282

流動資産合計 15,985,530 12,827,888

固定資産

有形固定資産

土地 5,956,165 5,956,165

その他（純額） 2,161,502 2,112,913

有形固定資産合計 8,117,667 8,069,078

無形固定資産 65,505 58,937

投資その他の資産

投資有価証券 843,956 826,318

長期貸付金 96,102 97,053

破産更生債権等 354,297 312,451

繰延税金資産 7,572 7,572

その他 207,003 202,716

貸倒引当金 △338,977 △301,300

投資その他の資産合計 1,169,953 1,144,812

固定資産合計 9,353,126 9,272,828

繰延資産 5,069 4,219

資産合計 25,343,726 22,104,936
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 7,795,967 5,718,886

短期借入金 4,862,360 3,812,660

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 368,776 318,776

未払法人税等 57,305 17,927

未成工事受入金 1,113,296 1,232,512

賞与引当金 105,600 79,827

修繕引当金 7,032 7,032

完成工事補償引当金 16,028 16,453

工事損失引当金 100,100 119,400

その他 294,744 549,137

流動負債合計 14,821,209 11,972,613

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 492,626 397,932

繰延税金負債 75,078 62,980

再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,170,441

退職給付引当金 2,712,606 2,702,044

その他 108,854 106,459

固定負債合計 4,709,606 4,589,858

負債合計 19,530,816 16,562,471

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 1,709,762 1,456,064

自己株式 △3,609 △3,609

株主資本合計 4,327,256 4,073,558

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 57,664 39,931

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 △28,572 △25,409

その他の包括利益累計額合計 1,443,231 1,428,661

少数株主持分 42,422 40,244

純資産合計 5,812,910 5,542,464

負債純資産合計 25,343,726 22,104,936
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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）

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 5,050,992 5,717,181

売上原価 4,915,316 5,652,544

売上総利益 135,675 64,636

販売費及び一般管理費 549,275 465,871

営業損失（△） △413,600 △401,235

営業外収益

受取利息 1,775 1,886

受取配当金 9,927 8,105

株式割当益 9,381 －

貸倒引当金戻入額 － 2,276

持分法による投資利益 － 11,992

雑収入 5,744 8,182

営業外収益合計 26,828 32,443

営業外費用

支払利息 35,866 32,682

持分法による投資損失 10,188 －

雑支出 4,250 1,672

営業外費用合計 50,305 34,354

経常損失（△） △437,076 △403,146

特別利益

固定資産売却益 4,086 580

貸倒引当金戻入額 － 30,000

特別利益合計 4,086 30,580

特別損失

固定資産売却損 － 545

固定資産除却損 385 225

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,372 －

特別損失合計 9,757 770

税金等調整前四半期純損失（△） △442,747 △373,336

法人税等 △158,630 △141,118

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △284,117 △232,218

少数株主損失（△） △846 △2,458

四半期純損失（△） △283,270 △229,759
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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）

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（△） △284,117 △232,218

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △41,678 △17,633

為替換算調整勘定 175 1,464

持分法適用会社に対する持分相当額 278 1,880

その他の包括利益合計 △41,224 △14,289

四半期包括利益 △325,341 △246,507

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △324,548 △244,329

少数株主に係る四半期包括利益 △793 △2,177

㈱佐藤渡辺（1807） 平成24年3月期 第1四半期決算短信

- 7 -



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）  

 該当事項はありません。 

  

  

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）  

 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）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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四半期個別受注の概況 
  
 個別受注実績 

 
（注）１．受注高は当該四半期までの累計額であります。 
   ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。 
  
 受注実績内訳 

 
（注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

  

  

  

  

４．補足情報

受注高

     百万円   ％

24年３月期第１四半期 6,163 24.8

23年３月期第１四半期 4,938 △19.2

前第１四半期
（自 平成22年４月１日
  至 平成22年６月30日）

当第１四半期
（自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日）

増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 舗装工事 3,789 (76.7) 4,434 (71.9) 645 17.0

部 土木工事等 268 ( 5.4) 716 ( 11.6) 447 166.7

門 計 4,057 (82.2) 5,151 (83.6) 1,093 26.9

製品等販売部門 880 (17.8) 1,012 (16.4) 132 15.0

合計 4,938 (100 ) 6,163 (100 ) 1,225 24.8
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