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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 10,584 14.4 336 △37.8 342 △36.3 210 △12.8

24年3月期第3四半期 9,252 19.3 540 43.3 538 48.1 241 72.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 281百万円 （△7.5％） 24年3月期第3四半期 304百万円 （―％）

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 20.18 ―

24年3月期第3四半期 23.14 ―

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 10,705 3,341 26.4
24年3月期 10,154 3,099 26.1

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  2,829百万円 24年3月期  2,646百万円

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

24年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
25年3月期 ― ― ―

25年3月期（予想） 3.00 3.00

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 13,800 2.8 300 △59.6 280 △62.0 170 △48.6 16.28



(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、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は終了しておりません。 

※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、四半期
決算短信(添付資料)２ページ「(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   ：  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） 25年3月期3Q 10,596,509 株 24年3月期 10,596,509 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 154,879 株 24年3月期 153,736 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 10,441,976 株 24年3月期3Q 10,443,522 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、震災復興需要に下支えされ緩やかな回復過程をた

どりましたが、欧州の財政危機による世界経済の減速や円高の長期化等により景気の先行きは依然とし

て不透明な状況が続きました。 

当社グループが主事業として展開している建設産業におきましては、震災関係の本復旧工事や耐震補

強関連工事は増加傾向にあるものの、民間設備投資については景気の先行き不透明感から低水準で推移

しており、また、建設関連の主要労務費の高騰が顕著にあらわれてきており、熾烈な受注競争及び価格

競争を強いられ、経営環境は引き続き厳しい状況が続いています。 

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めました結果、当第３四

半期連結累計期間の受注は、10,655百万円(前年同四半期比2.4％減少)となり、売上高については、例

年第４四半期連結会計期間に集中するという、四半期別売上高に季節的変動があるものの、当第３四半

期連結累計期間は10,584百万円(前年同四半期比14.4％増加)となりました。 

また、利益面につきましては、売上高は増加したものの建設事業の工事利益率は低下したため、営業

利益は336百万円(前年同四半期比37.8％減少)、経常利益は342百万円(前年同四半期比36.3％減少)、四

半期純利益は210百万円(前年同四半期比12.8％減少)となりました。 
  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて621百万円（10.3％）増加し、6,646百万円となりました。こ

れは主に、現金預金が439百万円減少したものの、受取手形・完成工事未収入金等が709百万円、未成工

事支出金が186百万円それぞれ増加したこと等によります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて70百万円（1.7％）減少し、4,059百万円となりました。これ

は主に、有形固定資産が建物・構築物の売却により28百万円、減価償却により48百万円それぞれ減少し

たこと等によります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて551百万円（5.4％）増加し、10,705百万円となりま

した。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて282百万円（4.8％）増加し、6,214百万円となりました。こ

れは主に、短期借入金が210百万円、未払法人税等が157百万円減少したものの、支払手形・工事未払金

等が159百万円、未成工事受入金が494百万円それぞれ増加したこと等によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて27百万円（2.4％）増加し、1,149百万円となりました。これ

は主に、資産除去債務が18百万円減少したものの、長期借入金が45百万円増加したこと等によります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて309百万円(4.4％)増加し、7,364百万円となりま

した。  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて241百万円（7.8％）増加し、3,341百万円となりました。

これは主に、利益剰余金が179百万円、少数株主持分が57百万円増加したこと等によります。 
  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月15日の決算発表時に公表いたしました業績

予想を変更しておりません。 

 なお、実際の業績につきましては、今後様々な不確定要素が内在しているため、予想値と異なる可能

性があります。今後修正の必要性が生じた場合は適時かつ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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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 2,473,943 2,034,608

受取手形・完成工事未収入金等 2,737,296 3,446,721

未成工事支出金 116,745 303,735

その他のたな卸資産 562,894 524,132

繰延税金資産 46,284 55,410

その他 93,246 292,877

貸倒引当金 △5,469 △10,874

流動資産合計 6,024,941 6,646,612

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 2,629,607 2,536,802

機械、運搬具及び工具器具備品 872,094 741,253

土地 2,766,429 2,765,068

その他 26,176 43,857

減価償却累計額 △2,605,603 △2,440,989

有形固定資産合計 3,688,703 3,645,992

無形固定資産 21,277 20,981

投資その他の資産   

投資有価証券 179,563 182,671

長期貸付金 131,386 118,387

その他 180,142 163,809

貸倒引当金 △71,469 △72,492

投資その他の資産合計 419,623 392,375

固定資産合計 4,129,605 4,059,350

資産合計 10,154,546 10,705,962

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,850,769 3,010,186

短期借入金 1,972,008 1,761,037

未払法人税等 232,161 74,325

未成工事受入金 404,711 898,989

賞与引当金 57,941 38,426

役員賞与引当金 7,200 －

完成工事補償引当金 10,909 6,803

工事損失引当金 100,014 68,594

その他 296,671 356,236

流動負債合計 5,932,386 6,214,599
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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) 

固定負債   

長期借入金 267,545 313,541

再評価に係る繰延税金負債 414,398 414,398

退職給付引当金 13,538 14,298

役員退職慰労引当金 71,792 75,017

資産除去債務 27,087 8,248

負ののれん 45,988 43,058

その他 281,901 281,080

固定負債合計 1,122,251 1,149,642

負債合計 7,054,638 7,364,242

純資産の部   

株主資本   

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 1,348,832 1,528,214

自己株式 △17,372 △17,522

株主資本合計 1,990,092 2,169,323

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,061 3,564

土地再評価差額金 657,017 657,017

その他の包括利益累計額合計 655,955 660,581

少数株主持分 453,860 511,814

純資産合計 3,099,908 3,341,719

負債純資産合計 10,154,546 10,705,962
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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 9,252,295 10,584,223

売上原価 7,893,396 9,425,877

売上総利益 1,358,899 1,158,345

販売費及び一般管理費 818,321 822,042

営業利益 540,578 336,303

営業外収益   

受取利息 8,377 2,207

受取配当金 1,990 1,966

受取保険金 13,347 17,708

その他 18,343 12,155

営業外収益合計 42,059 34,039

営業外費用   

支払利息 25,690 18,021

その他 18,526 9,580

営業外費用合計 44,216 27,602

経常利益 538,421 342,740

特別利益   

固定資産売却益 － 23,733

特別利益合計 － 23,733

特別損失   

固定資産売却損 － 171

固定資産除却損 1,965 －

減損損失 129,467 －

特別損失合計 131,433 171

税金等調整前四半期純利益 406,987 366,302

法人税、住民税及び事業税 213,923 99,430

法人税等調整額 △51,841 △10,201

法人税等合計 162,082 89,228

少数株主損益調整前四半期純利益 244,905 277,073

少数株主利益 3,287 66,363

四半期純利益 241,617 210,710
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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 244,905 277,073

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 832 4,617

土地再評価差額金 58,815 －

その他の包括利益合計 59,647 4,617

四半期包括利益 304,552 281,690

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 301,281 215,336

少数株主に係る四半期包括利益 3,271 66,354
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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23年４月１日  至  平成23年12月31日)  

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額2,286千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ  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) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額1,614千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

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）セグメント情報等

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 8,768,859 341,544 78,918 62,973 9,252,295 ─ 9,252,295

セグメント間の内部

売上高又は振替高
13,083 5,143 ― ─ 18,226 △18,226 ─

計 8,781,942 346,687 78,918 62,973 9,270,521 △18,226 9,252,295

セグメント利益 371,305 140,836 16,840 9,308 538,291 2,286 540,578

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 10,127,331 319,051 79,325 58,514 10,584,223 ─ 10,584,223

セグメント間の内部

売上高又は振替高
26,050 5,273 ― ─ 31,323 △31,323 ─

計 10,153,381 324,325 79,325 58,514 10,615,546 △31,323 10,584,223

セグメント利益又は損

失(△)
180,033 140,072 15,655 △1,072 334,689 1,614 336,303

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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 ① 個別受注実績     (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
(注) １ 受注高は、当該四半期までの累計額 

２ パーセント表示は、前年同四半期増減率(参考)受注実績内訳 

  

(参考)受注実績内訳 

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。(単位:百万円) 

 
(注) １ 受注高は、当該四半期までの累計額 

２ パーセント表示は構成比率 

  

４．補足情報

（１）四半期個別受注の状況

受注高

24年３月期第３四半期 10,388百万円 47.7％

25年３月期第３四半期 9,994百万円 △3.8％

区    分
平成25年３月期
第３四半期

平成24年３月期
第３四半期

比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

土 
  
木

官 公 庁 3,232 (32.3％) 2,628 (25.3％) 604 23.0％

民   間 234 (2.4  ) 467 ( 4.5  ) △233 △49.9

計 3,466 (34.7  ) 3,095 (29.8  ) 370 12.0

建 
  
築

官 公 庁 2,543 (25.5  ) 2,501 (24.1  ) 42 1.7

民   間 3,984 (39.8  ) 4,790 (46.1  ) △806 △16.8

計 6,528 (65.3  ) 7,292 (70.2  ) △764 △10.5

合 
  
計

官 公 庁 5,776 (57.8  ) 5,129 (49.4  ) 646 12.6

民   間 4,218 (42.2  ) 5,258 (50.6  ) △1,040 △19.8

計 9,994 (100.0  ) 10,388 (100.0  ) △393 △3.8
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