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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 22,626 9.7 53 ― 16 ― 46 ―
23年3月期第3四半期 20,631 10.4 △352 ― △426 ― △309 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 174百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △380百万円 （―％）

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 2.93 ―
23年3月期第3四半期 △19.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 26,834 5,962 22.0
23年3月期 25,343 5,812 22.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,915百万円 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 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、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 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3Q 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3Q 20,454 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3Q 15,958,166 株 23年3月期3Q 15,958,529 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興が進むにつれて経済活動

も持ち直しの動きがみられるものの、欧州諸国の金融不安や円高の進行など、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、震災復旧事業が出てきているものの、公共投資及び民間設備投資は引

き続き低調に推移していることから、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・復興作業に取り組むこ

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226億２千６百万円（前年同期206億３千１百万円）となりました。利益につきましては、経常

利益が１千６百万円（前年同期は経常損失４億２千６百万円）、四半期純利益が４千６百万円（前年同

期は四半期純損失３億９百万円）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

ける売上高及び売上総利益は、第４四半期連結会計期間と比べ低調に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10％増加し、176億１百万円となりました。これは、現金預金

が11億５千３百万円、未成工事支出金が19億８千８百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入

金等が26億５千８百万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、92億３千万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度に比べて11％増加し、165億９百万円となりました。これは、短期借入

金が４億６千９百万円、未成工事受入金が４億７千万円それぞれ増加し、支払手形・工事未払金等が４

億４千３百万円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７％減少し、43億６千１百万円となりました。これは長期借入金

が１億４千５百万円、再評価に係る繰延税金負債が１億３千７百万円それぞれ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３％増加し、59億６千２百万円となりました。これは、主と

して土地再評価差額金が１億３千７百万円増加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 2,857,288 4,010,445

受取手形・完成工事未収入金等 11,355,119 8,697,029

未成工事支出金 1,190,788 3,179,703

その他のたな卸資産 289,438 239,920

繰延税金資産 115,035 111,412

その他 254,680 1,433,903

貸倒引当金 △76,819 △71,184

流動資産合計 15,985,530 17,601,230

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 2,138,173

有形固定資産合計 8,117,667 8,094,339

無形固定資産 65,505 49,783

投資その他の資産

投資有価証券 843,956 792,325

長期貸付金 96,102 83,573

破産更生債権等 354,297 312,192

繰延税金資産 7,572 4,966

その他 207,003 194,511

貸倒引当金 △338,977 △301,023

投資その他の資産合計 1,169,953 1,086,544

固定資産合計 9,353,126 9,230,666

繰延資産 5,069 2,703

資産合計 25,343,726 26,834,601
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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 7,795,967 7,352,638

短期借入金 4,862,360 5,332,110

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 368,776 285,625

未払法人税等 57,305 44,135

未成工事受入金 1,113,296 1,584,141

賞与引当金 105,600 79,719

修繕引当金 7,032 6,962

完成工事補償引当金 16,028 17,212

工事損失引当金 100,100 78,300

その他 294,744 1,628,996

流動負債合計 14,821,209 16,509,841

固定負債

社債 150,000 100,000

長期借入金 492,626 346,887

繰延税金負債 75,078 55,513

再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,032,538

退職給付引当金 2,712,606 2,715,487

その他 108,854 111,375

固定負債合計 4,709,606 4,361,801

負債合計 19,530,816 20,871,643

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 1,732,504

自己株式 △3,609 △3,638

株主資本合計 4,327,256 4,349,968

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 40,775

土地再評価差額金 1,414,139 1,552,043

為替換算調整勘定 △28,572 △27,550

その他の包括利益累計額合計 1,443,231 1,565,268

少数株主持分 42,422 47,721

純資産合計 5,812,910 5,962,958

負債純資産合計 25,343,726 26,834,601
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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 20,631,011 22,626,204

売上原価 19,521,101 21,252,249

売上総利益 1,109,909 1,373,955

販売費及び一般管理費 1,462,529 1,320,321

営業利益又は営業損失（△） △352,619 53,634

営業外収益

受取利息 5,775 5,618

受取配当金 13,033 11,045

貸倒引当金戻入額 － 6,224

持分法による投資利益 － 23,497

雑収入 28,663 15,037

営業外収益合計 47,472 61,423

営業外費用

支払利息 99,997 90,980

持分法による投資損失 2,211 －

雑支出 19,441 7,489

営業外費用合計 121,650 98,470

経常利益又は経常損失（△） △426,797 16,587

特別利益

固定資産売却益 6,621 580

貸倒引当金戻入額 － 30,000

不動産売買契約違約金 － 101,042

特別利益合計 6,621 131,622

特別損失

固定資産売却損 － 545

固定資産除却損 443 3,330

投資有価証券評価損 － 51,424

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,372 －

その他 － 2,300

特別損失合計 9,815 57,600

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（△）

△429,991 90,609

法人税等 △120,589 38,396

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（△）

△309,402 52,212

少数株主利益 100 5,532

四半期純利益又は四半期純損失（△） △309,503 46,679
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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（△）

△309,402 52,212

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △54,501 △16,765

土地再評価差額金 － 137,903

為替換算調整勘定 △9,266 △1,220

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,562 1,885

その他の包括利益合計 △71,331 121,802

四半期包括利益 △380,733 174,015

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △379,437 168,716

少数株主に係る四半期包括利益 △1,296 5,299
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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）  

 該当事項はありません。 

  

  

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）  

 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３四半期 25,194 25.8

23年３月期第３四半期 20,027 △16.9

前第３四半期
（自 平成22年４月１日
  至 平成22年12月31日）

当第３四半期
（自 平成23年４月１日
  至 平成23年12月31日）

増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 舗装工事 13,528 (67.6) 18,580 (73.7) 5,051 37.3

部 土木工事等 2,893 (14.4) 2,896 ( 11.5) 3 0.1

門 計 16,421 (82.0) 21,476 (85.2) 5,054 30.8

製品等販売部門 3,605 (18.0) 3,717 (14.8) 112 3.1

合計 20,027 (100 ) 25,194 (100 ) 5,167 25.8
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