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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 9,085 △35.4 △549 ― △569 ― △567 ―

23年3月期第1四半期 14,062 △10.1 1,095 ― 1,644 ― 1,404 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △578百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 1,384百万円 （―％）

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 △4.60 ―

23年3月期第1四半期 11.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 43,217 13,350 30.4 106.45
23年3月期 52,348 13,944 26.2 111.12

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,132百万円 23年3月期  13,707百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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) 27,400 △7.3 400 △85.0 250 △92.4 150 ― 1.22
通期 54,800 △7.2 800 △54.9 500 △77.8 300 ― 2.43



(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
半期連結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予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、最終の業績は今後様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。 

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 129,649,939 株 23年3月期 129,649,939 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 6,288,931 株 23年3月期 6,288,257 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 123,361,452 株 23年3月期1Q 123,363,538 株
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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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により経済活動の水準は急速

に落ち込み、サプライチェーンの復旧や消費の動向に持ち直しの兆しが見られたものの、電力供給制約

や海外要因による円高が進行しており先行き不透明な状況で推移しました。 

建設業界におきましては、東日本大震災の復旧・復興に向けた補正予算の編成及び執行が見込まれる

ものの、民間設備投資の低迷等により熾烈な受注競争は続いており、事業環境は大変厳しい状況で推移

しております。 

このような状況の下で、当社グループは経営の効率化と業績の向上に努めてまいりましたが、手持ち

工事高の減少や東日本大震災の影響による工事進捗の遅延等により売上高は前年同期比35.4％減の90

億円、損益につきましては、営業損失５億円（前年同期は営業利益10億円）、経常損失５億円（前年同

期は経常利益16億円）、四半期純損失５億円（前年同期は四半期純利益14億円）となりました。 

 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

総資産は前連結会計年度末に比べ 91 億円減少し、432 億円となりました。減少の主な理由は現金預

金（前連結会計年度末から 27 億円の減少）及び受取手形・完成工事未収入金等（前連結会計年度末か

ら 66 億円の減少）によるものです。 
（負債） 

負債合計は前連結会計年度末に比べ 85 億円減少し、298 億円となりました。減少の主な理由は支払

手形・工事未払金等（前連結会計年度末から 43 億円の減少）及びその他流動負債（前連結会計年度末

から 25 億円の減少）によるものです。 
（純資産） 

純資産は前連結会計年度末に比べ５億円減少し、133 億円となりました。減少の主な理由は四半期純

損失５億円によるものです。 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12日に公表しました平成24年３月期の連結業績予想については、変更はありません。 

 

 

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 

該当事項はありません。 

 

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

      該当事項はありません。 

 

 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

     該当事項はありません。 
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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 10,775 8,040

受取手形・完成工事未収入金等 17,122 10,498

販売用不動産 9,966 9,898

未成工事支出金等 2,106 2,447

繰延税金資産 640 640

立替金 1,320 1,110

その他 975 1,143

貸倒引当金 △15 △16

流動資産合計 42,891 33,762

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 3,099 3,087

機械、運搬具及び工具器具備品 3,934 4,092

船舶 4,230 4,230

土地 4,766 4,763

その他 42 46

減価償却累計額 △9,290 △9,424

有形固定資産合計 6,783 6,795

無形固定資産 115 144

投資その他の資産   

投資有価証券 1,769 1,753

その他 1,784 1,733

貸倒引当金 △997 △972

投資その他の資産合計 2,556 2,514

固定資産合計 9,454 9,454

繰延資産 2 1

資産合計 52,348 43,217

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,631 11,232

1年内償還予定の社債 150 150

短期借入金 9,053 8,728

未払法人税等 156 61

未成工事受入金等 3,426 2,608

引当金 856 469

その他 4,050 1,498

流動負債合計 33,325 24,748

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,027 1,027

退職給付引当金 3,842 3,884

その他 208 205

固定負債合計 5,078 5,117

負債合計 38,403 29,866
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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 15,431 15,431

資本剰余金 5,154 5,154

利益剰余金 △6,807 △7,374

自己株式 △691 △691

株主資本合計 13,087 12,519

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 56 49

土地再評価差額金 563 563

その他の包括利益累計額合計 619 612

少数株主持分 236 218

純資産合計 13,944 13,350

負債純資産合計 52,348 43,217
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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   

完成工事高 13,382 8,688

兼業事業売上高 679 396

売上高合計 14,062 9,085

売上原価   

完成工事原価 11,519 8,333

兼業事業売上原価 297 221

売上原価合計 11,816 8,555

売上総利益   

完成工事総利益 1,863 355

兼業事業総利益 382 175

売上総利益合計 2,246 530

販売費及び一般管理費 1,150 1,080

営業利益又は営業損失（△） 1,095 △549

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 5 3

受取保険金 － 17

保険配当金 16 18

償却債権取立益 － 22

持分法による投資利益 700 －

その他 5 5

営業外収益合計 728 69

営業外費用   

支払利息 128 63

持分法による投資損失 － 5

その他 51 20

営業外費用合計 179 89

経常利益又は経常損失（△） 1,644 △569

特別利益   

前期損益修正益 24 －

固定資産売却益 26 0

負ののれん発生益 － 11

災害損失引当金戻入額 － 42

その他 0 －

特別利益合計 50 53
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（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) 

特別損失   

前期損益修正損 153 －

固定資産売却損 4 －

固定資産除却損 0 3

投資有価証券評価損 75 －

減損損失 － 3

その他 30 －

特別損失合計 264 6

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（△）

1,431 △522

法人税、住民税及び事業税 36 48

法人税等合計 36 48

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（△）

1,395 △570

少数株主損失（△） △8 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,404 △567
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,395 △570

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 △7

その他の包括利益合計 △10 △7

四半期包括利益 1,384 △578

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,393 △575

少数株主に係る四半期包括利益 △8 △3
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（３）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

     該当事項はありません。 

 

 

 

若築建設㈱(1888)平成24年3月期第1四半期決算短信

8



 

 

４．補足情報  個別受注・売上・繰越実績 

 
  ①受  注  高 

（単位：百万円） 
期別 前四半期（22.４～22.６） 当四半期（23.４～23.６） 増   減 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

  % %  %

海上土木 5,617 78.6 1,783 47.0 △3,833 △68.2

陸上土木 916 12.8 1,329 35.1 413 45.0

建築 604 8.5 660 17.4 56 9.4

建設事業 計 7,138 99.9 3,774 99.5 △3,363 △47.1

開発事業等 6 0.1 18 0.5 12 210.3

合計 7,144 100.0 3,793 100.0 △3,351 △46.9

 
  ②売  上  高 

（単位：百万円） 
期別 前四半期（22.４～22.６） 当四半期（23.４～23.６） 増   減 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

  % %  %

海上土木 7,308 52.9 4,157 47.7 △3,150 △43.1

陸上土木 3,953 28.7 2,374 27.3 △1,578 △39.9

建築 1,906 13.8 1,835 21.0 △71 △3.8

完成工事高 計 13,168 95.4 8,367 96.0 △4,800 △36.5

不動産売上高 635 4.6 334 3.9 △300 △47.4

開発事業等売上高 5 0.0 10 0.1 5 105.1

合計 13,808 100.0 8,712 100.0 △5,095 △36.9

 
  ③繰  越  高 

（単位：百万円） 
期別 前四半期（22.４～22.６） 当四半期（23.４～23.６） 増   減 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

  % %  %

海上土木 17,246 52.4 7,305 30.7 △9,940 △57.6

陸上土木 11,593 35.2 8,708 36.6 △2,885 △24.9

建築 4,102 12.4 7,762 32.7 3,660 89.2

建設事業 計 32,942 100.0 23,776 100.0 △9,165 △27.8

開発事業等 0 0.0 9 0.0 8 －

合計 32,942 100.0 23,786 100.0 △9,156 △27.8
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