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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7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6月期第2四半期 1,511 △22.2 △73 ― △92 ― △80 ―
23年6月期第2四半期 1,941 24.5 34 ― 0 ― 7 ―

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 △78百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 32百万円 （―％）

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6月期第2四半期 △12.76 ―
23年6月期第2四半期 1.13 ―

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6月期第2四半期 4,579 1,901 41.5 301.48
23年6月期 4,861 1,999 41.1 316.98
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  1,901百万円 23年6月期  1,999百万円

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6月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年6月期 ― 0.00
24年6月期（予想） ― 3.00 3.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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 3,900 △8.5 50 △33.3 20 △44.4 0 ― ―



(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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表のレ
ビュー手続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、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当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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結実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6月期2Q 6,610,000 株 23年6月期 6,610,000 株
② 期末自己株式数 24年6月期2Q 302,950 株 23年6月期 302,950 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 6,307,050 株 23年6月期2Q 6,307,050 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は,東日本大震災に係る復興需要に期待が集まるものの、欧州 

債務危機による海外経済の低迷や円高による輸出の伸び悩み等で、依然として企業を取巻く環境は極めて厳し 

く、先行き不透明なる状況が続いております。 

   建設業界におきましても、公共工事への投資や民間設備投資は依然として低調に推移しており、経営環境は厳

しい状況にあります。  

   このような状況下、当社グループは総力を挙げて受注活動を行うとともに、グループ各社の収益改善に努めて

まいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は15億１千１百万円（前年同四半期比22.2％減）、 

営業損失７千３百万円（前年同四半期は営業利益３千４百万円）、経常損失９千２百万円（前年同四半期は若干

の経常利益）となり、四半期純損失は８千万円（前年同四半期は四半期純利益７百万円）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完成工事高が下半期、特に第３四半期に偏ることか

ら、通期の業績予想に対し第２四半期までの売上高の割合が低くなるといった季節的変動があります。  

  セグメントごとの業績を示すと次のとおりであります。 

（建設事業部門） 

 当第２四半期連結累計期間の受注高は５億７千１百万円（前年同四半期比19.6％減）、完成工事高は５億５千

４百万円（前年同四半期比36.9％減）、営業損失は７百万円（前年同四半期は営業利益５千万円）となりまし

た。 

（砕石事業部門） 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は６億４千６百万円（前年同四半期比1.6％増）、営業利益は４千１百万

円（前年同期比25.9％減）となりました。 

（酒類事業部門） 

 当第２四半期連結累計期間の売上高は１億４千３百万円（前年同四半期比39.2％減）、営業損失は１千５百万

円（前年同四半期は営業利益１千万円）となりました。 

（その他の事業部門）  

 その他の事業部門の当第２四半期連結累計期間の売上高は１億６千６百万円（前年同四半期比12.9％減）、営

業利益は１千９百万円（前年同四半期は営業損失１百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は20億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億６千万

円減少いたしました。これは主に現預金２億３千４百万円、未成工事支出金等が１億４千万円減少したことによる

ものであります。固定資産は24億８千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ２千２百万円減少いたしました。

これは主に有形固定資産が２千９百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、45億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億８千２百万円減少いたしました。

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は21億１千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６千２

百万円減少いたしました。これは主に未成工事受入金８千６百万円、短期借入金２千６百万円、未払費用が２千１

百万円減少したことによるものであります。固定負債は５億５千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ２千２

百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が３千６百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、26億７千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億８千４百万円減少いたしまし

た。  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は19億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ９千７百万円

減少いたしました。これは主に四半期純損失８千万円及び剰余金の配当１千８百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は41.5%（前連結会計年度末は41.1%）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、平成23年６月期決算発表時（平成23年８月19日）に公表

いたしました業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日発表いたしました「業績予想との差異に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成24年６月期通期の連結業績予想につきましては、現時点での変更はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



  

（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。   

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,242,078 1,008,005

受取手形・完成工事未収入金等 584,035 680,578

未成工事支出金等 509,850 369,483

繰延税金資産 － 8,535

その他 28,299 34,826

貸倒引当金 △8,947 △6,305

流動資産合計 2,355,315 2,095,124

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 502,993 492,250

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 385,479 362,733

土地 724,154 729,488

リース資産（純額） 18,016 15,716

その他 66,148 66,833

有形固定資産合計 1,696,791 1,667,022

無形固定資産   

のれん 114,939 100,572

採石権 64,649 71,447

その他 4,645 4,314

無形固定資産合計 184,234 176,334

投資その他の資産   

投資有価証券 199,546 192,483

保険積立金 301,207 298,356

繰延税金資産 － 14,358

その他 194,538 210,310

貸倒引当金 △69,825 △74,475

投資その他の資産合計 625,466 641,032

固定資産合計 2,506,492 2,484,389

資産合計 4,861,808 4,579,513



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 315,531 315,750

短期借入金 1,469,744 1,443,076

リース債務 4,158 4,259

未払費用 59,868 38,761

未払法人税等 10,431 4,154

未成工事受入金 301,441 214,466

工事損失引当金 － 5,500

賞与引当金 4,727 4,688

その他 115,101 88,073

流動負債合計 2,281,004 2,118,728

固定負債   

長期借入金 383,842 347,194

リース債務 15,863 13,708

繰延税金負債 105 －

退職給付引当金 103,160 119,517

役員退職慰労引当金 69,493 69,804

その他 9,116 9,083

固定負債合計 581,580 559,307

負債合計 2,862,585 2,678,036

純資産の部   

株主資本   

資本金 942,950 942,950

資本剰余金 716,574 716,574

利益剰余金 382,564 283,164

自己株式 △35,351 △35,351

株主資本合計 2,006,737 1,907,338

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △25,241 △30,927

為替換算調整勘定 17,726 25,066

その他の包括利益累計額合計 △7,515 △5,861

純資産合計 1,999,222 1,901,477

負債純資産合計 4,861,808 4,579,513



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高   

完成工事高 878,613 554,473

兼業事業売上高 1,063,370 956,622

売上高合計 1,941,984 1,511,095

売上原価   

完成工事原価 740,045 527,687

兼業事業売上原価 877,034 761,157

売上原価合計 1,617,079 1,288,845

売上総利益   

完成工事総利益 138,568 26,785

兼業事業総利益 186,336 195,465

売上総利益合計 324,905 222,250

販売費及び一般管理費 290,525 295,459

営業利益又は営業損失（△） 34,379 △73,209

営業外収益   

受取利息 1,434 284

受取配当金 586 735

固定資産賃貸料 2,858 1,947

持分法による投資利益 5,590 3,108

雇用安定助成金 5,654 5,869

その他 10,032 9,795

営業外収益合計 26,156 21,739

営業外費用   

支払利息 19,480 17,575

為替差損 40,096 16,209

その他 843 7,452

営業外費用合計 60,420 41,237

経常利益又は経常損失（△） 115 △92,707



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 95 －

固定資産売却益 42 989

退職給付制度改定益 33,641 －

その他 138 －

特別利益合計 33,917 989

特別損失   

固定資産除却損 0 －

投資有価証券評価損 15,126 －

貸倒引当金繰入額 － 4,650

減損損失 － 4,499

過年度損益修正損 1,636 －

その他 84 －

特別損失合計 16,847 9,149

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（△）

17,185 △100,867

法人税、住民税及び事業税 10,052 2,827

法人税等調整額 － △23,217

法人税等合計 10,052 △20,389

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（△）

7,133 △80,478

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,133 △80,478



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７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（△）

7,133 △80,478

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 8,553 △5,685

為替換算調整勘定 16,996 7,339

その他の包括利益合計 25,549 1,653

四半期包括利益 32,683 △78,824

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 32,683 △78,824

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

17,185 △100,867

減価償却費 118,539 99,983

減損損失 － 4,499

のれん償却額 14,367 14,367

貸倒引当金の増減額（△は減少） △701 2,138

賞与引当金の増減額（△は減少） △146 △39

工事損失引当金の増減額（△は減少） △26,000 5,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,475 16,659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,074 311

受取利息及び受取配当金 △2,020 △1,019

支払利息 19,480 17,575

為替差損益（△は益） 40,096 16,209

その他の営業外損益（△は益） 0 6,327

投資有価証券評価損益（△は益） 15,126 －

持分法による投資損益（△は益） △5,590 △3,108

固定資産売却損益（△は益） △42 △989

固定資産除却損 0 －

売上債権の増減額（△は増加） △382,005 △98,370

未成工事支出金の増減額（△は増加） △274,213 132,676

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,708 2,765

仕入債務の増減額（△は減少） 483,067 904

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,352 △13,243

未成工事受入金の増減額（△は減少） 20,820 △86,975

その他の資産の増減額（△は増加） △14,909 △6,756

その他の負債の増減額（△は減少） △44,661 △32,306

小計 △68,652 △23,757

利息及び配当金の受取額 2,462 1,463

利息の支払額 △18,928 △17,556

法人税等の支払額 △31,678 △10,431

法人税等の還付額 － 18,072

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,796 △32,209



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △130,600 △130,000

定期預金の払戻による収入 130,600 130,000

有形固定資産の取得による支出 △27,358 △85,215

有形固定資産の売却による収入 80 1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

13,011 －

貸付けによる支出 △4,030 △15,030

貸付金の回収による収入 1,063 1,340

保険積立金の積立による支出 △2,892 △2,976

投資その他の資産の増減額（△は増加） △19,550 －

その他 △1,512 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,188 △100,922

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △40,000

長期借入れによる収入 300,000 40,000

長期借入金の返済による支出 △300,935 △63,316

リース債務の返済による支出 △1,688 △2,054

配当金の支払額 △18,932 △18,889

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,556 △84,259

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,423 △16,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △226,965 △234,072

現金及び現金同等物の期首残高 862,917 936,041

現金及び現金同等物の四半期末残高 635,952 701,968



 該当事項はありません。   

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22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  

                                        （単位 : 千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、石油販売事業、不動産事業、

環境事業及び警備事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理

費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年12月31日） 

１．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  

                                        （単位 : 千円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、石油販売事業、不動産事業、

環境事業及び警備事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産にかかる重要な減損損失）  

 当第２四半期連結累計期間において、固定資産の回収可能性が帳簿価額を下回る物件について減損損失を

計上しております。当該減損損失の金額は、「その他」セグメント 千円であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

建設事業 
砕石事
業 

酒類事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  878,613  636,656  235,856  1,751,127  190,856 1,941,984 －  1,941,984

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 250  24,521  175  24,946  7,925  32,872  △32,872 － 

計  878,863  661,178  236,032  1,776,074  198,782 1,974,856  △32,872  1,941,984

セグメント利益又は損失

（△） 
 50,905  55,567  10,117  116,590  △1,570  115,019  △80,640  34,379

80,640 32,872

47,768

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

建設事業 
砕石事
業 

酒類事業 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  554,473  646,999  143,450  1,344,922  166,172 1,511,095  －  1,511,095

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 4,619  5,110  150  9,881  23,014  32,895  △32,895  －

計  559,092  652,110  143,600  1,354,803  189,187 1,543,991  △32,895  1,511,095

セグメント利益又は損失

（△） 
 △7,476  41,158  △15,935  17,745  19,537  37,282 △110,492  △73,209

110,492 32,895

77,597

4,499



  

 該当事項はありません。  

  

（株式会社才田組受注高） 

（注）・受注高は、当該四半期までの累計額であります。 

   ・パーセント表示は、前同四半期比増減率であります。 

  

受注実績内訳  

（注）・パーセント表示は、構成比率であります。  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．四半期建設事業受注の概況

  
 受 注 高 

 千円  ％ 

 平成24年６月期第２四半期累計期間   507,063   △21.7

 平成23年６月期第２四半期累計期間   647,563   △50.5

  

  平成24年６月期 

 第２四半期累計期間 

  平成23年６月期 

 第２四半期累計期間 
 比較増減  増減率 

   千円     ％    千円     ％    千円     ％ 

 建設事業 

 土 木  

 官公庁 381,824 75.3 595,135  91.9  △213,311 △35.8

 民 間 125,239 24.7  52,428  8.1  72,810 138.9

  計 507,063 100.0 647,563   100.0  △140,500 △21.7

 建 設  

 官公庁   －   －   －   －   －   －

 民 間   －   － －  －  －   －

  計   －   － －  －  －   －

 合 計  

 官公庁 381,824 75.3 595,135  91.9  △213,311 △35.8

 民 間 125,239 24.7 52,428  8.1  72,810 138.9

  計 507,063 100.0 647,563  100.0  △140,500 △21.7
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