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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第80期
第１四半期
連結累計期間

第81期
第１四半期
連結累計期間

第80期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 5,050,992 5,717,181 32,450,960

経常利益又は経常損失（△） (千円) △437,076 △403,146 138,806

当期純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) △283,270 △229,759 54,936

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △325,341 △246,507 12,206

純資産額 (千円) 5,476,690 5,542,464 5,812,910

総資産額 (千円) 23,159,662 22,104,936 25,343,726

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失（△）

(円) △17.75 △14.40 3.44

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 23.45 24.89 22.77

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第80期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災による物理的な

被害と、二次災害となった原発事故から派生した電力不足及び放射性物質の影響により、国内企業の生産

や輸出が大幅に減少しました。また、これらは消費者心理にも様々な影響を及ぼし、消費の自粛、節電、風

評被害といった形で表面化し、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　道路建設業界におきましても、公共工事が低調に推移しているなか、民間工事についても企業の設備投

資意欲が弱く、依然として厳しい事業環境にありました。

　当社グループでは、このような状況下、東日本大震災における被災地の復旧・復興支援に尽力すること

のほか、既存顧客の深耕や新規顧客の開拓など受注量確保に総力を挙げてまいりました。その結果、当第

１四半期連結累計期間における受注高は63億８千２百万円（前年同期比25.3％増）、売上高は57億１千

７百万円（前年同期比13.2％増）となりました。利益につきましては、経常損失が４億３百万円（前年同

期は経常損失４億３千７百万円）、四半期純損失が２億２千９百万円（前年同期は四半期純損失２億８

千３百万円）となりました。

　事業の部門別の業績は、次のとおりであります。

（工事部門）　

工事受注高は53億６千９百万円、完成工事高は47億３百万円、完成工事総利益は６千９百万円となりま

した。

（製品等販売部門）

製品等受注高、売上高は10億１千３百万円、製品等売上総損失は５百万円となりました。

当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が著

しく大きくなります。一方、営業所経費、販売費及び一般管理費がほぼ均等に発生するという季節的変動

による損失であり、第１四半期連結会計期間としては概ね予想通りであります。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(3) 研究開発活動　

当第１四半期連結累計期間の研究開発費は６百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。　
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月９日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 15,978,50015,978,500
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は、1,000株
であります。

計 15,978,50015,978,500 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年４月１日～
平成23年６月30日

― 15,978,500 ― 1,751,500 ― 600,000

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、該当事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式  20,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,934,000
15,934 ―

単元未満株式
普通株式

24,500
― ―

発行済株式総数 15,978,500― ―

総株主の議決権 ― 15,934 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権3個）含ま

れております。

２  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式155株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社佐藤渡辺

東京都港区南麻布
1－18－4

20,000 ― 20,000 0.13

計 ― 20,000 ― 20,000 0.13

　

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載し

ております。

　

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【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 2,857,288 3,674,879

受取手形・完成工事未収入金等 11,355,119 6,069,053

未成工事支出金 1,190,788 2,035,384

その他のたな卸資産 ※１
 289,438

※１
 276,115

繰延税金資産 115,035 267,412

その他 254,680 581,324

貸倒引当金 △76,819 △76,282

流動資産合計 15,985,530 12,827,888

固定資産

有形固定資産

土地 5,956,165 5,956,165

その他（純額） 2,161,502 2,112,913

有形固定資産合計 8,117,667 8,069,078

無形固定資産 65,505 58,937

投資その他の資産

投資有価証券 843,956 826,318

長期貸付金 96,102 97,053

破産更生債権等 354,297 312,451

繰延税金資産 7,572 7,572

その他 207,003 202,716

貸倒引当金 △338,977 △301,300

投資その他の資産合計 1,169,953 1,144,812

固定資産合計 9,353,126 9,272,828

繰延資産 5,069 4,219

資産合計 25,343,726 22,104,936
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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 7,795,967 5,718,886

短期借入金 4,862,360 3,812,660

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 368,776 318,776

未払法人税等 57,305 17,927

未成工事受入金 1,113,296 1,232,512

賞与引当金 105,600 79,827

修繕引当金 7,032 7,032

完成工事補償引当金 16,028 16,453

工事損失引当金 100,100 119,400

その他 294,744 549,137

流動負債合計 14,821,209 11,972,613

固定負債

社債 150,000 150,000

長期借入金 492,626 397,932

繰延税金負債 75,078 62,980

再評価に係る繰延税金負債 1,170,441 1,170,441

退職給付引当金 2,712,606 2,702,044

その他 108,854 106,459

固定負債合計 4,709,606 4,589,858

負債合計 19,530,816 16,562,471

純資産の部

株主資本

資本金 1,751,500 1,751,500

資本剰余金 869,602 869,602

利益剰余金 1,709,762 1,456,064

自己株式 △3,609 △3,609

株主資本合計 4,327,256 4,073,558

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 57,664 39,931

土地再評価差額金 1,414,139 1,414,139

為替換算調整勘定 △28,572 △25,409

その他の包括利益累計額合計 1,443,231 1,428,661

少数株主持分 42,422 40,244

純資産合計 5,812,910 5,542,464

負債純資産合計 25,343,726 22,104,936
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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
 5,050,992

※１
 5,717,181

売上原価 4,915,316 5,652,544

売上総利益 135,675 64,636

販売費及び一般管理費 549,275 465,871

営業損失（△） △413,600 △401,235

営業外収益

受取利息 1,775 1,886

受取配当金 9,927 8,105

株式割当益 9,381 －

貸倒引当金戻入額 － 2,276

持分法による投資利益 － 11,992

雑収入 5,744 8,182

営業外収益合計 26,828 32,443

営業外費用

支払利息 35,866 32,682

持分法による投資損失 10,188 －

雑支出 4,250 1,672

営業外費用合計 50,305 34,354

経常損失（△） △437,076 △403,146

特別利益

固定資産売却益 4,086 580

貸倒引当金戻入額 － 30,000

特別利益合計 4,086 30,580

特別損失

固定資産売却損 － 545

固定資産除却損 385 225

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,372 －

特別損失合計 9,757 770

税金等調整前四半期純損失（△） △442,747 △373,336

法人税等 △158,630 △141,118

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △284,117 △232,218

少数株主損失（△） △846 △2,458

四半期純損失（△） △283,270 △229,759
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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（△） △284,117 △232,218

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △41,678 △17,633

為替換算調整勘定 175 1,464

持分法適用会社に対する持分相当額 278 1,880

その他の包括利益合計 △41,224 △14,289

四半期包括利益 △325,341 △246,507

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △324,548 △244,329

少数株主に係る四半期包括利益 △793 △2,177
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

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)

　税金費用の計算

当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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税率を用いて

税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっており

ます。

　

　
【追加情報】

　
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)

　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。

　

　
【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
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)

※１　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　  9,130千円　　　　　　

材料貯蔵品　　　　　　　　　　280,307千円　　　　　　

※１　その他のたな卸資産の内訳

販売用不動産　　　　　　　　　  9,130千円　　　　　　

材料貯蔵品　　　　　　　　　　266,985千円　　　　　　

　

　
(四半期連結損益計算書関係)

　
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)

※１　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事

業において、契約により工事の完成引渡しが第４

四半期連結会計期間に集中しているため、第１四

半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間に

おける売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の

売上高が著しく多くなるといった季節的変動があ

ります。

※１　　　　　　　　　同左

　

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。　

　
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)

減価償却費　　　　　　　　　　　　73,293千円 減価償却費　　　　　　　　　　    70,157千円
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(株主資本等関係)

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．配当金支払額

　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 39 2.5平成22年３月31日 平成22年６月28日

　

２．基準日が第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

　

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．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日
定時株主総会

普通株式 23 1.5平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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)及び当第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)

当社グループは、建設事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

　

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
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)

 １株当たり四半期純損失金額 17円75銭 14円40銭

  (算定上の基礎) 　 　

 四半期純損失(千円) 283,270 229,759

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 283,270 229,759

 普通株式の期中平均株式数(千株) 15,958 15,958

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　
　

　
(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。　
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２ 【その他】

　

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年８月９日

株式会社佐藤渡辺

取締役会  御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    大　 村　　  　茂    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    川　 松 　久　 芳    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社佐藤渡辺の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６
月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続きは、我が国におい
て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された
手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社佐藤渡辺及び連結子会社の平成23年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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