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(４) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

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】Ｐ.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

４. その他

(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

  新規 ─ 社 (  ─  )、除外 ─ 社 (  ─  )

(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

(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 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 285,053,857株 23年３月期 283,363,598株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 437,816株 23年３月期 436,646株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期１Ｑ 284,616,732株 23年３月期１Ｑ 280,647,615株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

 
(注) 24年３月期の配当については未定です。 

  

 

業績予想については、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。なお、上記業績予想（平成24年３月期の個別業績

予想）については、平成23年５月13日付の公表から変更ありません。 

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

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

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

第三回Ｃ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

個別業績予想

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)

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) 100,000 △11.8 △200 ― △700 ― △1,000 ― △3.51

通期 250,000 3.7 2,800 △17.2 1,800 △21.2 1,000 205.8 3.51

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響によ

り、サプライチェーンの寸断や電力不足による生産活動の減少に加え原発事故の影響もあり、経済活動

は一時停滞を余儀なくされました。 

国内建設市場におきましては、被災地の復旧活動が進められておりますが、民間設備投資や民間住宅

建設投資の回復の動きは鈍く、また公共投資も総じて低調に推移したことから厳しい市場環境が続きま

した。 

こうした状況下、当社グループの第１四半期連結累計期間における業績は、売上高568億円（前年同

四半期比45億円減少）、経常損失４億円（前年同四半期経常利益１億円）、四半期純損失４億円（前年

同四半期純損失１億円）となりました。 

なお、通常の営業形態として、工事の完成引渡しが第４四半期に偏るという季節要因があるため、第

１四半期の経営成績は、全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて16億円減少し、1,954億円と

なりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて12億円減少し、1,752億円となりました。主な要因は、支払

手形・工事未払金等の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて４億円減少し、202億円となりました。また、当第１四半

期連結会計期間末の自己資本比率は9.0％となりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきまして、現時点においては、平成23年５月13日付

の公表から変更はありません。 

  

「１. 当四半期決算に関する定性的情報」における金額の表示（億円単位）については、単位未満四

捨五入により表示しています。 

  
  

  

税金費用の算定方法 

当第１四半期連結会計期間を含む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算定しています。 

  

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

２. サマリー情報（その他）に関する事項

(１) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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：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 20,730 23,878

受取手形・完成工事未収入金等 93,034 82,496

未成工事支出金等 21,248 27,032

その他 13,584 13,705

貸倒引当金 △608 △616

流動資産合計 147,989 146,497

固定資産   

有形固定資産 23,617 23,696

無形固定資産 2,262 2,342

投資その他の資産   

長期営業外未収入金 38,114 37,960

その他 34,646 34,506

貸倒引当金 △49,610 △49,595

投資その他の資産合計 23,150 22,872

固定資産合計 49,031 48,911

資産合計 197,021 195,409

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 101,548 88,909

短期借入金 7,517 16,803

未成工事受入金 21,164 28,790

完成工事補償引当金 1,161 1,171

工事損失引当金 372 398

訴訟等損失引当金 1,280 843

災害損失引当金 470 467

その他 18,529 13,213

流動負債合計 152,045 150,597

固定負債   

長期借入金 2,582 2,448

退職給付引当金 16,135 16,600

その他 5,608 5,545

固定負債合計 24,327 24,595

負債合計 176,372 175,193
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（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 12,003 12,003

資本剰余金 682 682

利益剰余金 6,360 5,941

自己株式 △242 △242

株主資本合計 18,804 18,385

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △195 △217

土地再評価差額金 57 57

為替換算調整勘定 △694 △650

その他の包括利益累計額合計 △833 △810

少数株主持分 2,677 2,641

純資産合計 20,648 20,216

負債純資産合計 197,021 195,409
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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：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 61,257 56,778

売上原価 57,008 53,257

売上総利益 4,249 3,520

販売費及び一般管理費 3,943 3,528

営業利益又は営業損失（△） 305 △8

営業外収益   

受取利息 43 79

受取配当金 16 15

保険配当金等 10 9

持分法による投資利益 40 －

その他 44 80

営業外収益合計 156 186

営業外費用   

支払利息 125 170

為替差損 105 125

その他 173 325

営業外費用合計 404 622

経常利益又は経常損失（△） 57 △444

特別利益   

前期損益修正益 53 －

固定資産売却益 4 4

その他 3 0

特別利益合計 62 4

特別損失   

固定資産処分損 1 5

貸倒引当金繰入額 131 －

投資有価証券評価損 4 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 87 －

その他 12 －

特別損失合計 237 6

税金等調整前四半期純損失（△） △116 △446

法人税等 31 8

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △148 △454

少数株主損失（△） △88 △35

四半期純損失（△） △60 △418
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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：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（△） △148 △454

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △202 △21

為替換算調整勘定 62 44

持分法適用会社に対する持分相当額 5 5

その他の包括利益合計 △135 29

四半期包括利益 △283 △425

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △214 △396

少数株主に係る四半期包括利益 △69 △28
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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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４. (参考) 四半期個別財務諸表

(１) (要約) 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第１四半期会計期間

(平成23年３月31日) (平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 11,407 13,141

受取手形 190 259

完成工事未収入金 78,984 71,276

未成工事支出金 17,537 22,457

立替金 6,591 6,069

その他 15,687 16,001

貸倒引当金 △1,218 △1,224

流動資産合計 129,180 127,981

固定資産

有形固定資産 8,377 8,441

無形固定資産 1,717 1,801

投資その他の資産

長期営業外未収入金 38,538 38,391

その他 34,448 34,405

貸倒引当金 △51,515 △51,518

投資その他の資産合計 21,470 21,278

固定資産合計 31,565 31,521

資産合計 160,745 159,503

負債の部

流動負債

支払手形 35,760 33,992

工事未払金 49,339 40,213

短期借入金 8,682 18,191

未成工事受入金 17,348 22,895

完成工事補償引当金 1,134 1,134

工事損失引当金 231 208

訴訟等損失引当金 1,280 843

災害損失引当金 470 467

その他 16,564 11,617

流動負債合計 130,811 129,565

固定負債

長期借入金 2,250 2,125

退職給付引当金 14,226 14,710

その他 256 255

固定負債合計 16,733 17,091

負債合計 147,545 146,656

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 601 601

利益剰余金 1,018 684

自己株式 △242 △242

株主資本合計 13,381 13,047

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △180 △200

評価・換算差額等合計 △180 △200

純資産合計 13,200 12,847

負債純資産合計 160,745 159,503
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(２) (要約) 四半期損益計算書

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
至 平成22年６月30日)  至 平成23年６月30日)

完成工事高 50,354 43,954

完成工事原価 47,137 41,451

完成工事総利益 3,216 2,503

販売費及び一般管理費 2,914 2,522

営業利益又は営業損失（△） 302 △18

営業外収益 137 246

営業外費用 351 521

経常利益又は経常損失（△） 88 △293

特別利益 40 －

特別損失 185 5

税引前四半期純損失（△） △56 △299

法人税等 34 34

四半期純損失（△） △90 △333
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 (％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） 

５. 補足情報

(１) 個別受注工事高・完成工事高・繰越工事高の状況

 個別受注工事高
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増  減(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
至 平成22年６月30日) 至 平成23年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 4,353 6,149 1,796 41.3
国内民間 2,584 3,662 1,077 41.7
海  外 1,096 △1,396 △2,493 ―
合    計 8,034 34.1 8,414 21.5 379 4.7

建 
築 
工 
事

国内官公庁 477 255 △222 △46.5
国内民間 13,643 28,545 14,902 109.2
海  外 1,388 1,846 457 33.0
合    計 15,509 65.9 30,647 78.5 15,137 97.6

合 
  
 
計

国内官公庁 4,830 [20.5] 6,404 [16.4] 1,574 32.6
国内民間 16,228 [68.9] 32,208 [82.5] 15,979 98.5
海  外 2,485 [10.6] 449 [1.1] △2,036 △81.9

(内グループ) (8,906) (37.8) (9,631) (24.7) (724) 8.1
合    計 23,544 100 39,062 100 15,517 65.9

 個別完成工事高
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

増  減(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日
至 平成22年６月30日) 至 平成23年６月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 11,456 11,032 △424 △3.7
国内民間 2,058 3,092 1,034 50.2
海  外 2,062 2,332 270 13.1
合    計 15,577 30.9 16,458 37.4 880 5.7

建 
築 
工 
事

国内官公庁 1,233 196 △1,037 △84.1
国内民間 30,745 24,724 △6,020 △19.6
海  外 2,797 2,575 △222 △8.0
合    計 34,776 69.1 27,496 62.6 △7,280 △20.9

合 
  
 
計

国内官公庁 12,690 [25.2] 11,229 [25.5] △1,461 △11.5
国内民間 32,803 [65.1] 27,817 [63.3] △4,986 △15.2
海  外 4,859 [9.7] 4,908 [11.2] 48 1.0

(内グループ) (8,597) (17.1) (14,266) (32.5) (5,668) 65.9
合    計 50,354 100 43,954 100 △6,399 △12.7

 
 個別繰越工事高

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
増  減(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日

至 平成22年６月30日) 至 平成23年６月30日)
金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 75,818 66,239 △9,579 △12.6
国内民間 18,576 17,177 △1,399 △7.5
海  外 24,624 33,354 8,729 35.5
合    計 119,019 44.6 116,770 41.3 △2,248 △1.9

建 
築 
工 
事

国内官公庁 3,825 1,412 △2,413 △63.1
国内民間 138,977 149,780 10,802 7.8
海  外 5,189 15,025 9,835 189.5
合    計 147,992 55.4 166,218 58.7 18,225 12.3

合 
  
 
計

国内官公庁 79,644 [29.8] 67,651 [23.9] △11,992 △15.1
国内民間 157,553 [59.0] 166,957 [59.0] 9,403 6.0
海  外 29,814 [11.2] 48,380 [17.1] 18,565 62.3

(内グループ) (75,779) (28.4) (77,581) (27.4) (1,801) 2.4
合    計 267,012 100 282,988 100 15,976 6.0

(２) 個別受注予想

第２四半期累計期間 通期

百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期予想 97,000 3.5 250,000 6.4

23年３月期実績 93,694 △16.8 235,055 △3.8
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