
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 常磐開発株式会社 上場取引所 大 
コード番号 1782 URL http://www.jobankaihatsu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 佐川 藤介
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 榊原 清隆 TEL 0246-72-1111
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 1,731 25.0 △120 ― △135 ― △202 ―
23年3月期第1四半期 1,385 △9.0 △228 ― △227 ― △232 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △158百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △333百万円 （―％）

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 △25.82 ―
23年3月期第1四半期 △29.64 ―

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 9,422 1,470 15.5 186.11
23年3月期 9,096 1,629 17.8 206.11
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,460百万円 23年3月期  1,617百万円

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 ― 3.00 3.00

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) 5,800 61.2 △50 ― △75 ― △80 ― △10.19
通期 12,000 14.3 160 85.7 100 71.9 90 ― 11.47



(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  ：  有  
[添付資料] Ｐ．３ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。  

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中です。 

※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。業績予想に関する事項等については、[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3月期1Q 7,850,000 株 23年3月期 7,850,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,110 株 23年3月期 1,110 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,848,890 株 23年3月期1Q 7,848,890 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（６）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  9

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  10

   受注高、売上高及び繰越高の状況 ………………………………………………………………………………  10

－1－

常磐開発（株）　（１７８２）　平成24年３月期　第１四半期決算短信



（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、東日本大震災により、一部回復の兆しが見えてきた企業活動

が滞り、加えて円高・株安等により先行き不透明な厳しい状況で推移いたしました。 

また、当社グループと関係が深い建設業界におきましては、震災による社会資本整備需要と既存建築物の補修・

修繕等の需要が一定程度あるものの、大型の建設投資や設備投資が手控えられる状況で推移いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は27億40百万円（前年同期比5.2％減）、売上高は17億31百万円

（同25.0％増）、繰越高は41億7百万円（同15.5％減）となりました。利益につきましては、営業損失1億20百万円

（前年同期 営業損失2億28百万円）、経常損失1億35百万円（前年同期 経常損失2億27百万円）、四半期純損失2

億2百万円（前年同期 四半期純損失2億32百万円）となりました。 

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、四半期の業績に

季節的変動があります。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

ア．建築事業 

  建築事業においては、東日本大震災の影響による復旧工事の増加要因はあるものの、民間建築投資の手控えや

延期等、厳しい受注環境で推移いたしました。この結果、受注高は10億62百万円（前年同期比40.6％減）となり

ました。売上高につきましては、前年度からの大型工事の繰越工事の影響により、9億81百万円（同64.6％増）

となりました。繰越高は23億86百万円（同35.0％減）となりました。営業損失は、20百万円（前年同期 営業損

失69百万円）となりました。 

イ．土木緑地事業 

土木緑地事業においては、官庁工事及び民間工事共に、東日本大震災の復旧工事による受注が増加したことに

より、受注高は10億27百万円（前年同期比212.2％増）、売上高は2億87百万円（同35.6％減）となりました。繰

越高は12億66百万円（同119.9％増）となりました。営業損失は、0百万円（前年同期 営業損失14百万円）とな

りました。 

ウ．環境関連事業 

   環境関連事業においては、受注高は4億32百万円（前年同期比25.0％減）、売上高は2億43百万円（同41.1％

増）、繰越高は4億54百万円（同22.5％減）となりました。営業損失は、6百万円（前年同期 営業損失18百万

円）となりました。 

エ．不動産事業 

     不動産事業においては、受注高は13百万円（前年同期比61.4％減）、売上高は13百万円（前年同期比46.9％

増）となりました。営業損失は、1百万円（前年同期 営業損失0百万円）となりました。 

オ．その他事業 

   その他事業においては、東日本大震災による復旧工事の増加の影響により、警備事業が増加し、受注高及び売

上高は2億4百万円（前年同期比27.3％増）となりました。営業利益は、6百万円（前年同期 営業損失9百万円）

となりました。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は94億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億25百万円増加いた

しました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少、未成工事支出金及びその他流動資産の増加によ

るものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は79億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億84百万円増加い

たしました。主な要因は、未成工事受入金の増加によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は14億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億58百万円減少

いたしました。主な要因は、利益剰余金の減少であります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年７月20日に公表いたしました「平成24年３月期第１四半

期 投資有価証券評価損に関するお知らせ」から変更はございません。 

なお、当第１四半期において計上しております投資有価証券評価損に関しての株式市場の動向及び東日本大震

災に伴う震災復旧工事の受注状況を含め現在算定中であり、業績予想の修正が必要と判断される場合には、速や

かに公表をいたします。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

 税金費用については、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計算しております。 

  

  

（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。 

  

  

（４）追加情報  

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,110,418 1,164,281

受取手形・完成工事未収入金等 2,898,880 2,074,687

販売用不動産 837,150 825,242

未成工事支出金 121,757 1,004,573

繰延税金資産 103,463 103,903

その他 473,813 743,529

貸倒引当金 △17,487 △22,626

流動資産合計 5,527,994 5,893,590

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,229,320 1,229,320

機械、運搬具及び工具器具備品 696,832 697,957

土地 1,687,248 1,688,748

リース資産 23,568 23,568

減価償却累計額 △1,243,001 △1,259,269

有形固定資産合計 2,393,966 2,380,323

無形固定資産   

のれん 12,858 11,482

その他 26,712 25,202

無形固定資産合計 39,570 36,685

投資その他の資産   

投資有価証券 802,846 783,021

リース債権 168,225 166,889

その他 201,774 198,130

貸倒引当金 △37,423 △35,713

投資その他の資産合計 1,135,423 1,112,327

固定資産合計 3,568,960 3,529,336

資産合計 9,096,955 9,422,926
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,288,088 2,160,097

短期借入金 2,824,320 2,849,667

1年内返済予定の長期借入金 589,589 518,709

未払法人税等 10,560 6,820

未成工事受入金 164,011 770,993

賞与引当金 167,587 229,948

完成工事補償引当金 9,082 7,159

災害損失引当金 4,044 3,434

その他 247,765 364,989

流動負債合計 6,305,049 6,911,818

固定負債   

長期借入金 728,696 607,995

繰延税金負債 739 2,540

再評価に係る繰延税金負債 152,871 152,871

退職給付引当金 123,026 123,455

長期未払金 95,901 92,573

資産除去債務 6,418 6,418

その他 54,820 54,492

固定負債合計 1,162,475 1,040,347

負債合計 7,467,524 7,952,165

純資産の部   

株主資本   

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 596,501 393,828

自己株式 △168 △168

株主資本合計 1,910,837 1,708,164

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △53,542 △7,840

土地再評価差額金 △239,590 △239,590

その他の包括利益累計額合計 △293,132 △247,431

少数株主持分 11,725 10,027

純資産合計 1,629,430 1,470,760

負債純資産合計 9,096,955 9,422,926
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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：千円）

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 1,385,542 1,731,260

売上原価 1,314,897 1,586,677

売上総利益 70,645 144,583

販売費及び一般管理費 299,613 265,348

営業損失（△） △228,967 △120,765

営業外収益   

受取利息 160 117

受取配当金 20,099 3,026

受取賃貸料 1,636 1,999

負ののれん償却額 624 624

その他 4,488 6,183

営業外収益合計 27,010 11,951

営業外費用   

支払利息 19,782 21,097

その他 5,592 5,288

営業外費用合計 25,375 26,386

経常損失（△） △227,332 △135,200

特別利益   

貸倒引当金戻入額 559 －

特別利益合計 559 －

特別損失   

固定資産除却損 81 5

投資有価証券評価損 － 66,058

減損損失 310 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,037 －

災害による損失 － 54

特別損失合計 6,430 66,119

税金等調整前四半期純損失（△） △233,202 △201,319

法人税等 △451 3,299

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △232,750 △204,619

少数株主損失（△） △83 △1,946

四半期純損失（△） △232,667 △202,672
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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：千円）

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（△） △232,750 △204,619

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101,051 45,925

その他の包括利益合計 △101,051 45,925

四半期包括利益 △333,802 △158,693

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △333,816 △158,917

少数株主に係る四半期包括利益 14 223
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 該当事項はありません。  

   

Ⅰ 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） 

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  

（注）「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、警備事業等を含んでおり

ます。  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

  （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

３．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 

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）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
建築事業  

土木緑地 
事業 

環境関連 
事業 

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 596,481  446,118  172,736  9,479  1,224,815  160,727  1,385,542

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 1,990  2,857  6,200  －  11,047  4,570  15,618

計  598,471  448,975  178,936  9,479  1,235,862  165,298  1,401,161

セグメント利益

又は損失（△） 
 △69,911  △14,872  △18,772  △544  △104,101  △9,867  △113,968

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計     △104,101 

「その他」の区分の損失（△） △9,867 

セグメント間取引消去 △873 

全社費用（注） △114,125 

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △228,967 
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Ⅱ 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） 

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  

（注）「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、警備事業等を含んでおり

ます。  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）   

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

３．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 

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。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
建築事業  

土木緑地 
事業 

環境関連 
事業 

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 981,723  287,274  243,795  13,928  1,526,722  204,538  1,731,260

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 6,583  1,720  1,753  390  10,446  9,090  19,536

計  988,306  288,994  245,548  14,318  1,537,168  213,628  1,750,797

セグメント利益

又は損失（△） 
 △20,257  △530  △6,483  △1,842  △29,113  6,158  △22,955

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △29,113

「その他」の区分の利益  6,158

セグメント間取引消去  △1,573

全社費用（注）  △96,236

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △120,765

（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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受注高、売上高及び繰越高の状況 

① 受注高（連結） 

  

② 売上高（連結） 

  

③ 繰越高（連結） 

  

  

４．補足情報

  

  

 区分 

平成23年3月期第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  

平成24年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成22年４月１日  

至 平成23年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建築事業 １，７８８ １，０６２  ５９．４ ５，１１８  

 土木緑地事業 ３２９ １，０２７  ３１２．２ ２，６０７  

 環境関連事業 ５７６ ４３２ ７５．０ １，７２３  

 不動産事業 ３６ １３ ３８．６ １１３  

 その他事業 １６０ ２０４ １２７．３ ６７３  

 合 計 ２，８９０ ２，７４０  ９４．８ １０，２３７  

  

  

 区分 

平成23年3月期第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  

平成24年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成22年４月１日  

至 平成23年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建築事業 ５９６ ９８１  １６４．６ ５，２９３  

 土木緑地事業 ４４６ ２８７  ６４．４ ２，７７４  

 環境関連事業 １７２ ２４３ １４１．１ １，６４０  

 不動産事業 ９ １３ １４６．９ １１３  

 その他事業 １６０ ２０４ １２７．３ ６７３  

 合 計 １，３８５ １，７３１  １２５．０ １０，４９５  

  

  

 区分 

平成23年3月期第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  

平成24年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

 自 平成22年４月１日  

至 平成23年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

 建築事業 ３，６７２ ２，３８６  ６５．０ ２，３０５  

 土木緑地事業 ５７５ １，２６６  ２１９．９ ５２６  

 環境関連事業 ５８６ ４５４ ７７．５ ２６５  

 不動産事業 ２６ － ０．０ －  

 その他事業 － － － －  

 合 計 ４，８６１ ４，１０７  ８４．５ ３，０９８  
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