




  

 
 ※各株式数には当社が発行する優先株式を含めております。 

 ※1株当たり四半期純利益は、③期中平均株式数を算定上の基礎としております。 

 ※1株当たり純資産は、普通株式の期末発行済株式数を算定上の基礎としております。 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無：無 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しているため、実際

の業績等は予想数値と異なる可能性があります。 

  (参考) 発行済株式数について

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期３Ｑ 192,902,037株 23年３月期 143,802,037株

②期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 203,683株 23年３月期 201,498株

③期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 174,482,148株 23年３月期３Ｑ 145,245,113株

  (参考) 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）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 65,600 12.1 1,900 5.3 1,800 9.8 9.34
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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、東日本大震災の影響により停滞していた経済活動

に緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、夏以降は欧州財政危機を背景とする海外経済の変調や歴

史的な円高により企業の生産活動や輸出が減速感を強めるなど、依然として予断を許さない厳しい状況

が続きました。 

 道路建設業界におきましても、公共建設投資は国の平成23年度補正予算の効果により底堅く推移した

ものの、低迷する建設需要は総体的に回復するには至らず、また、企業間の熾烈な競争が続くなか、ア

スファルトをはじめとする原油関連資材の仕入価格も高止まりするなど、引き続き厳しい事業環境とな

りました。 

 このような状況のもと、当社グループでは、社会資本整備の一端を担う企業グループとして、事業活

動を通じ震災の復旧・復興支援に尽力する一方、平成23年５月に策定した「中期３ヶ年経営計画」（平

成23年４月～平成26年3月）に基づき、収益の源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進に全

力を挙げて取り組むとともに、経営資源の効率的な活用や調達コストの見直しを進めるなど、収益構造

の改善を推し進め、利益確保に努めてまいりました。 

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産

事業等売上高を含む）は495億20百万円（前年同期比12.5％増）、売上高は377億49百万円（前年同期比

13.2％増）を確保したものの、損益につきましては、経常利益は３億39百万円（前年同期比16.2％

減）、四半期純利益は２億78百万円（前年同期比11.3％減）となり、ともに前年同期を下回る結果とな

りました。 

 なお、当社グループにおける建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から

第３四半期に比べ、第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用につ

いては年間を通じて恒常的に発生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大き

く変動いたします。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し４億99百万円増加の478億38

百万円となりました。未成工事支出金が増加したことなどにより流動資産は７億38百万円の増加とな

り、また、有形固定資産、投資その他の資産がそれぞれ減少したことにより、固定資産は２億39百万円

の減少となりました。 

一方、当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し18億57百万円増加の

406億52百万円となりました。流動負債は、未成工事受入金が増加したことなどにより26億48百万円の

増加となり、また、借入金の一部を返済したことなどにより、固定負債は７億90百万円の減少となりま

した。  

また、当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益２億78百万円を計上したものの、

期間中に自己株式（Ａ種優先株式およびＢ種優先株式の一部）の取得を実施したことにより、前連結会

計年度末と比べて13億58百万円減少の71億86百万円となりました。この結果、自己資本比率は15.0％と

なりました。  

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、自己株式（優先株式）消却に伴う発行済株式数の減

少により１株当たり情報にかかる数値を変更いたしましたが、その他の業績予想数値については、前回

公表時（平成23年11月８日）から変更はございません。 

  

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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（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号

平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第４号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第

９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

これにより、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算出にあたり、優先株式の転換価額が期

中に修正された場合には、その修正を反映して普通株式増加数を算定する方法に変更しております。 

なお、これによる影響は軽微であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

世紀東急工業株式会社(1898)平成24年３月期 第３四半期決算短信

-　3　-



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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 816 543

受取手形・完成工事未収入金等 17,131 11,242

未成工事支出金 6,787 14,597

材料貯蔵品 361 283

短期貸付金 2,203 1,037

その他 3,320 3,618

貸倒引当金 △118 △83

流動資産合計 30,501 31,240

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 6,926 6,970

機械、運搬具及び工具器具備品 15,418 15,296

土地 12,169 12,169

減価償却累計額 △18,499 △18,614

有形固定資産合計 16,014 15,821

無形固定資産 121 132

投資その他の資産

その他 1,498 1,448

貸倒引当金 △796 △803

投資その他の資産合計 701 644

固定資産合計 16,838 16,598

資産合計 47,339 47,838
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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３四半期連結会計期間
(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 19,353 18,319

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 102 64

未成工事受入金 4,498 8,573

完成工事補償引当金 162 168

工事損失引当金 263 223

賞与引当金 383 186

その他 585 462

流動負債合計 26,348 28,996

固定負債

長期借入金 8,650 7,650

退職給付引当金 3,693 3,903

その他 103 102

固定負債合計 12,446 11,655

負債合計 38,794 40,652

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 500 500

利益剰余金 6,062 4,711

自己株式 △19 △19

株主資本合計 8,542 7,191

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2 △5

その他の包括利益累計額合計 2 △5

純資産合計 8,544 7,186

負債純資産合計 47,339 47,838

世紀東急工業株式会社(1898)平成24年３月期 第３四半期決算短信

-　5　-



（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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

売上高 33,349 37,749

売上原価 29,804 34,321

売上総利益 3,544 3,428

販売費及び一般管理費 3,005 2,998

営業利益 538 429

営業外収益

貸倒引当金戻入額 － 15

土地賃貸料 13 12

雑収入 15 12

営業外収益合計 28 40

営業外費用

支払利息 136 107

雑支出 26 23

営業外費用合計 162 131

経常利益 404 339

特別利益

固定資産売却益 13 15

貸倒引当金戻入額 44 －

その他 1 －

特別利益合計 59 15

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 21 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 54 －

その他 3 0

特別損失合計 80 15

税金等調整前四半期純利益 384 339

法人税、住民税及び事業税 70 60

少数株主損益調整前四半期純利益 314 278

四半期純利益 314 278
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 314 278

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6 △7

その他の包括利益合計 △6 △7

四半期包括利益 308 271

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 308 271

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末と比較して、以下のとおり株主資本の金額に著しい変動が認められます。 

(単位：百万円）

 
  

  

  

      四半期個別受注の概況 

 
  

  

（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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成23年３月31日残高 2,000 500 6,062 △19 8,542

当第３四半期連結累計期間の
変動額

  自己株式の取得 ― ― ― △1,620 △1,620

  自己株式の処分 ― ― △0 0 0

  自己株式の消却 ― ― △1,620 1,620 ―

  四半期純利益 ― ― 278 ― 278

  その他 ― ― △10 ― △10

当第３四半期連結累計期間の
変動額合計

― ― △1,351 △0 △1,351

平成23年12月31日残高 2,000 500 4,711 △19 7,191

４．補足情報

個別受注の実績

受 注 高

24年３月期第３四半期 48,335百万円   11.6%

23年３月期第３四半期 43,310百万円  △11.9%

（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、対前年同四半期比較増減率

  受注実績の内訳 （単位：百万円）

前年第３四半期 当第３四半期

（平成23年３月期 （平成24年３月期 増 減 前 期

区   分  第３四半期） 第３四半期） （平成23年３月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 9,334 21.5 12,658 26.2 3,323 35.6 14,603 24.3

受 
注 
高

国内民間 20,863 48.2 21,844 45.2 981 4.7 27,101 45.1

  計 30,197 69.7 34,503 71.4 4,305 14.3 41,705 69.4

 製 品 部 門 等 13,113 30.3 13,831 28.6 718 5.5 18,412 30.6

合   計 43,310 100.0 48,335 100.0 5,024 11.6 60,117 100.0
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