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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 273,642 6.3 2,749 △50.6 4,268 △31.1 2,036 △24.7
24年3月期第1四半期 257,525 6.7 5,566 54.7 6,196 59.5 2,703 58.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △5,580百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 2,387百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 2.60 2.57
24年3月期第1四半期 3.45 3.42

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 1,345,599 298,672 22.0
24年3月期 1,410,975 307,002 21.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  296,052百万円 24年3月期  304,264百万円

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

24年3月期 ― 3.50 ― 3.50 7.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 3.50 ― 3.50 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 600,000 7.1 4,500 △55.7 4,000 △56.2 2,000 △55.9 2.55
通期 1,420,000 6.3 21,500 22.4 21,000 30.0 10,000 599.3 12.74



(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  
（注）詳細は，添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。詳細は，添付資料３ページ「会計方針の変更・会計上の見積
りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
四半期報告書のレビュー手続を実施中です。なお，四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー報告書は平成24年８月９日に受領する予定です。 

※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予想は，本資料の発表日現在入手可能な情報を勘案して作成しています。このため，今後の経済情勢の変化等によって，実際の
業績は異なることがあります。なお，業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については，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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 788,514,613 株 24年3月期 788,514,613 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,807,078 株 24年3月期 3,809,646 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 784,705,760 株 24年3月期1Q 784,720,316 株
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（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の日本経済は，復興需要等を背景として，生産・消費が緩やかに持

ち直しており，依然として水準は低いものの，回復の動きが継続しました。 

 建設業界においては，復旧・復興工事を中心とする公共工事の増加を背景に，業界全体の受注

高は，前年同期を上回る水準で推移しましたが，受注競争の緩和には至らず，依然として厳しい

経営環境が続きました。 

 このような状況のもと，当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は，前年同期に比

べ6.3％増加し2,736億円となりました。このうち，当社グループの建設事業の完成工事高は，前

年同期に比べ9.2％増加し2,451億円となりました。 

 利益については，完成工事高の増加により完成工事総利益は増加したものの，当社の大型投資

開発プロジェクトの売上計上の減少に伴い開発事業等総利益が減少したことなどにより，経常利

益は前年同期に比べ31.1％減少し42億円となりました。また，四半期純利益は，前年同期に比べ

24.7％減少し20億円となりました。   

   

（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資産の部は，受取手形・完成工事未収入金等などの減少によ

り，前連結会計年度末に比べ653億円減少し１兆3,455億円となりました。 

 負債の部は，支払手形・工事未払金等などの減少により，前連結会計年度末に比べ570億円減

少し１兆469億円となりました。   

 なお，連結有利子負債の残高は3,675億円となり，前連結会計年度末に比べ77億円の減少とな

りました。 

 純資産の部は，その他有価証券評価差額金などの減少により，前連結会計年度末に比べ83億円

減少し2,986億円となりました。また，自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.4ポイント増加

し22.0％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年度の日本経済は，震災復興需要により，回復基調を維持するとみられますが，海外経

済の減速による輸出の伸び悩み，電力供給の制約等の要因による景気の下振れも懸念され，総じ

て先行き不透明な情勢です。 

 建設業界においても，震災関連予算の執行によるインフラ復旧・復興工事，民間の復興需要等

が予測されるものの，原材料価格の上昇，労働需給のひっ迫等が経営環境を悪化させる可能性も

あり，予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような状況のもと，第２四半期連結累計期間・通期の業績予想については，当社グループ

を取り巻く景況感は概ね想定の範囲内であることから，現時点では平成24年５月10日に公表しま

した業績予想を変更しておりません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  

税金費用の計算 
  
 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い 

ます。   

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 
  

 当社及び国内連結子会社は，法人税法の改正に伴い，当第１四半期連結会計期間から，平成 

24年４月１日以降に取得した有形固定資産については，改正後の法人税法に基づく減価償却の 

償却率に変更しています。 

 この変更による当第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微です。

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 150,773 78,416

受取手形・完成工事未収入金等 426,963 336,459

有価証券 59,020 160,020

未成工事支出金 78,148 100,443

たな卸不動産 46,168 48,385

ＰＦＩ事業等たな卸資産 51,322 47,651

その他 116,827 100,260

貸倒引当金 △1,538 △1,430

流動資産合計 927,685 870,207

固定資産   

有形固定資産   

土地 143,028 142,320

その他（純額） 88,861 92,275

有形固定資産合計 231,889 234,596

無形固定資産 3,732 3,645

投資その他の資産   

投資有価証券 223,398 211,258

その他 30,752 31,664

貸倒引当金 △6,483 △5,772

投資その他の資産合計 247,668 237,149

固定資産合計 483,290 475,391

資産合計 1,410,975 1,345,599

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 398,364 337,380

短期借入金 168,410 167,901

1年内返済予定のプロジェクトファイナンス借
入金

6,063 6,064

未成工事受入金 112,527 135,348

完成工事補償引当金 2,790 2,842

工事損失引当金 24,998 21,411

その他 90,032 83,535

流動負債合計 803,186 754,485

固定負債   

社債 70,000 68,000

長期借入金 95,572 93,203

プロジェクトファイナンス借入金 35,284 32,425

退職給付引当金 54,595 53,961

関連事業損失引当金 2,274 2,162

その他 43,059 42,688

固定負債合計 300,786 292,441

負債合計 1,103,972 1,046,926
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 74,365 74,365

資本剰余金 43,143 43,143

利益剰余金 130,838 130,038

自己株式 △1,488 △1,487

株主資本合計 246,858 246,059

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,101 31,034

繰延ヘッジ損益 △57 △60

土地再評価差額金 23,263 23,348

為替換算調整勘定 △4,901 △4,329

その他の包括利益累計額合計 57,405 49,992

少数株主持分 2,738 2,619

純資産合計 307,002 298,672

負債純資産合計 1,410,975 1,345,599
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 224,435 245,134

開発事業等売上高 33,090 28,508

売上高合計 257,525 273,642

売上原価   

完成工事原価 209,999 230,201

開発事業等売上原価 26,092 24,274

売上原価合計 236,091 254,475

売上総利益   

完成工事総利益 14,435 14,932

開発事業等総利益 6,998 4,233

売上総利益合計 21,434 19,166

販売費及び一般管理費 15,867 16,416

営業利益 5,566 2,749

営業外収益   

受取利息 197 381

受取配当金 1,804 1,969

その他 1,032 1,120

営業外収益合計 3,034 3,471

営業外費用   

支払利息 1,184 1,040

為替差損 172 489

その他 1,048 423

営業外費用合計 2,404 1,952

経常利益 6,196 4,268

特別利益   

固定資産売却益 80 807

特別利益合計 80 807

特別損失   

固定資産売却損 0 83

投資有価証券評価損 110 75

特別損失合計 110 158

税金等調整前四半期純利益 6,166 4,917

法人税等 3,462 3,036

少数株主損益調整前四半期純利益 2,704 1,881

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △155

四半期純利益 2,703 2,036
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,704 1,881

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △360 △8,061

繰延ヘッジ損益 △12 △6

為替換算調整勘定 49 607

持分法適用会社に対する持分相当額 6 △0

その他の包括利益合計 △316 △7,461

四半期包括利益 2,387 △5,580

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,389 △5,461

少数株主に係る四半期包括利益 △1 △118
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 該当事項はありません。   
  

  

 該当事項はありません。 

  

  

前第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） 

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）１ セグメント利益は，四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。な

お，報告セグメントの利益には，引当金の繰入額及び取崩額を含んでいません。 

   ２ 「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，当社が

営んでいるエンジニアリング事業や子会社が営んでいる各種事業を含んでいます。 

   ３ セグメント利益の調整額△1,699百万円は，セグメント間取引消去等です。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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 

（注）１ 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

ています。なお，報告セグメントの利益又は損失（△）には，引当金の繰入額及び

取崩額を含んでいません。 

   ２ 「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，当社が

営んでいるエンジニアリング事業や子会社が営んでいる各種事業を含んでいます。 

   ３ セグメント利益の調整額1,475百万円は，セグメント間取引消去等です。  

   

（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

（５）セグメント情報

  （単位：百万円）

  当社建設  当社投資開発
その他 
(注２)  

合計 
調整額 
（注３）  

四半期連結損益
計算書計上額

売上高             

外部顧客への売上高  205,194  13,782  38,549  257,525  －  257,525

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  3,843  －  30,773  34,617  △34,617  －

計  209,037  13,782  69,322  292,143  △34,617  257,525

セグメント利益（注１）  1,422  5,123  719  7,265  △1,699  5,566

  （単位：百万円）

  当社建設  当社投資開発
その他 
(注２)  

合計 
調整額 
（注３）  

四半期連結損益
計算書計上額

売上高             

外部顧客への売上高  223,630  4,220  45,791  273,642  －  273,642

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  2,238  －  39,464  41,702  △41,702  －

計  225,869  4,220  85,255  315,345  △41,702  273,642

セグメント利益 

又は損失（△）（注１） 
 △842  1,119  997  1,274  1,475  2,749
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