
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成25年2月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社佐藤渡辺 上場取引所 大
コード番号 1807 URL http://www.watanabesato.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 渡邉忠泰
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 金井義治 TEL 03-3453-7351
四半期報告書提出予定日 平成25年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 26,613 17.6 1,075 ― 1,070 ― 736 ―
24年3月期第3四半期 22,626 9.7 53 ― 16 ― 46 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 776百万円 （346.4％） 24年3月期第3四半期 174百万円 （―％）

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3四半期 46.17 ―
24年3月期第3四半期 2.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 26,936 7,621 28.2
24年3月期 28,852 6,897 23.8
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 7,586百万円 24年3月期 6,853百万円

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
25年3月期期末配当金内訳 普通配当 3円00銭 記念配当 4円00銭

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 ― 2.50 2.50
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 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、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 41,000 9.2 1,500 73.2 1,400 72.2 1,100 17.1 68.93



(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（注記事項）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」をご覧下さい。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）法人税法の改正に伴い、第1四半期より減価償却方法の変更を行っており「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に
該当しております。詳細は、添付資料3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」を
ご参照ください。

(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期において、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
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、その

達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。

※  注記事項

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 ： 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3Q 15,978,500 株 24年3月期 15,978,500 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 21,029 株 24年3月期 20,842 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 15,957,490 株 24年3月期3Q 15,958,166 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、復興需要等を背景に緩やかな回復の動きが見られ

たものの、世界経済を巡る不確実性は引き続き大きく、総じて弱含みで推移しました。 

 道路建設業界におきましては、民間設備投資の動きが弱いものの、東日本大震災の復興需要を背景に

公共投資は堅調に推移しました。 

 当社グループでは、このような状況下、受注量の確保に努めるとともに、安全の確保、並びに工程管

理の強化を図り採算性の維持に努めてまいりました。その結果、受注高は274億７千万円（前年同期比

5.6％増）、売上高は266億１千３百万円（前年同期比17.6％増）となりました。利益につきましては、

経常利益が10億７千万円（前年同期は１千６百万円）、四半期純利益が７億３千６百万円（前年同期は

４千６百万円）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20億９千１百万円減少し、173億６千６百万円となりました。

これは、現金預金が２億１千６百万円、未成工事支出金が17億７千４百万円それぞれ増加し、受取手

形・完成工事未収入金等が40億１千７万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１億７千６百万円増加し、95億６千８百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度に比べて23億７千３百万円減少し、153億５千９百万円となりました。

これは、支払手形・工事未払金等が18億９千３百万円、短期借入金が４億１千１百万円それぞれ減少し

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２億６千６百万円減少し、39億５千５百万円となりました。これ

は長期借入金が１億６千７百万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７億２千４百万円増加し、76億２千１百万円となりました。

これは、主として当四半期純利益により利益剰余金が６億９千６百万円増加したことなどによります。 

  

平成25年３月期の通期の連結業績予想について、平成25年２月６日に「通期業績予想及び配当予想の

修正に関するお知らせ」を公表いたしました。 

第３四半期連結累計期間において、受注高が増加したことに加え、工事の進捗が順調に推移したこと

により、売上高は410億円（前回予想比30億円増）となる見込みです。利益につきましても、営業利益

15億円（前回予想比９億５千万円増）、経常利益14億円（前回予想比８億７千万円増）、当期純利益11

億円（前回予想比６億円増）となる見込みであります。  

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。 

 なお、第３四半期連結会計期間において、期首の繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、繰延税

金資産の金額は95,456千円増加しております。 

 また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（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）  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後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。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

（会計上の見積りの変更）  

平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額は、従来、取得価額の５％相当と見積って

おりましたが、来期以降の経営計画の策定過程において設備更新の検討を開始したことに伴い現有資産

の残存価額を見直した結果、当第３四半期連結会計期間より将来５年間にわたり備忘価額まで均等償却

しております。 

これにより、従来の方法と比較して、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は39,628千円増加し、

営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ37,066千円減少しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,662,375 3,879,032

受取手形・完成工事未収入金等 13,941,743 9,923,983

未成工事支出金 1,234,197 3,008,597

その他のたな卸資産 269,034 216,064

繰延税金資産 168,267 191,265

その他 260,607 212,968

貸倒引当金 △77,850 △64,987

流動資産合計 19,458,375 17,366,924

固定資産

有形固定資産

土地 5,954,135 5,994,807

その他（純額） 2,210,816 2,276,772

有形固定資産合計 8,164,952 8,271,579

無形固定資産 41,927 37,606

投資その他の資産

投資有価証券 930,393 1,029,888

長期貸付金 68,349 65,580

破産更生債権等 226,257 249,454

繰延税金資産 5,280 5,280

その他 187,906 155,291

貸倒引当金 △233,023 △245,800

投資その他の資産合計 1,185,162 1,259,694

固定資産合計 9,392,042 9,568,881

繰延資産 2,027 675

資産合計 28,852,445 26,936,481
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,128,684 8,235,426

短期借入金 4,661,980 4,250,000

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 281,248 223,128

未払法人税等 73,800 448,763

未成工事受入金 1,388,109 1,400,177

賞与引当金 318,196 108,045

完成工事補償引当金 19,114 21,357

工事損失引当金 124,500 66,700

その他 636,857 505,582

流動負債合計 17,732,491 15,359,180

固定負債

社債 50,000 －

長期借入金 306,570 138,759

繰延税金負債 84,048 9,907

再評価に係る繰延税金負債 1,031,379 1,031,379

退職給付引当金 2,624,009 2,647,360

その他 126,595 128,307

固定負債合計 4,222,602 3,955,714

負債合計 21,955,094 19,314,894

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 2,624,814 3,321,710

自己株式 △3,701 △3,738

株主資本合計 5,242,216 5,939,075

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 87,799 121,411

土地再評価差額金 1,553,202 1,553,202

為替換算調整勘定 △29,223 △27,417

その他の包括利益累計額合計 1,611,777 1,647,196

少数株主持分 43,356 35,315

純資産合計 6,897,351 7,621,587

負債純資産合計 28,852,445 26,936,481
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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23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年12月31日)

売上高 22,626,204 26,613,266

売上原価 21,252,249 24,204,411

売上総利益 1,373,955 2,408,854

販売費及び一般管理費 1,320,321 1,333,114

営業利益 53,634 1,075,739

営業外収益

受取利息 5,618 5,408

受取配当金 11,045 11,066

貸倒引当金戻入額 6,224 －

持分法による投資利益 23,497 46,163

雑収入 15,037 12,061

営業外収益合計 61,423 74,699

営業外費用

支払利息 90,980 72,829

雑支出 7,489 6,855

営業外費用合計 98,470 79,684

経常利益 16,587 1,070,754

特別利益

固定資産売却益 580 3,155

受取補償金 － 7,429

貸倒引当金戻入額 30,000 －

不動産売買契約違約金 101,042 7,158

負ののれん発生益 － 5,601

特別利益合計 131,622 23,344

特別損失

固定資産売却損 545 －

固定資産除却損 3,330 6,110

投資有価証券評価損 51,424 －

関係会社整理損 － 13,960

その他 2,300 －

特別損失合計 57,600 20,071

税金等調整前四半期純利益 90,609 1,074,028

法人税等 38,396 332,732

少数株主損益調整前四半期純利益 52,212 741,295

少数株主利益 5,532 4,505

四半期純利益 46,679 736,790
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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23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日

 至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 52,212 741,295

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,765 33,345

土地再評価差額金 137,903 －

為替換算調整勘定 △1,220 △1,069

持分法適用会社に対する持分相当額 1,885 3,198

その他の包括利益合計 121,802 35,473

四半期包括利益 174,015 776,769

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 168,716 772,209

少数株主に係る四半期包括利益 5,299 4,560
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 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）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      ％

25年３月期第３四半期 26,555 5.4

24年３月期第３四半期 25,194 25.8

前第３四半期
（自 平成23年４月１日
  至 平成23年12月31日）

当第３四半期
（自 平成24年４月１日
  至 平成24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 18,580 (73.7) 19,156 (72.1) 575 3.1

部 土木工事等 2,896 (11.5) 3,599 (13.6) 703 24.3

門 計 21,476 (85.2) 22,756 (85.7) 1,279 6.0

製品等販売部門 3,717 (14.8) 3,799 (14.3) 82 2.2

合計 25,194 (100 ) 26,555 (100 ) 1,361 5.4
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