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(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

■個別業績の概況（参考）

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の個別業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（１）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 ％

26年３月期第２四半期 125,119 13.7 412 ― 1,112 ― 1,069 ―

25年３月期第２四半期 110,056 △0.6 △1,810 ― △1,967 ― △2,896 ―

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

26年３月期第２四半期 3.86 ―

25年３月期第２四半期 △10.45 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 331,498 131,764 39.7

25年３月期 328,229 124,977 38.1

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期131,764百万円  25年３月期124,977百万円

２．平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 275,000 14.6 2,500 99.9 2,500 △16.4 2,500 △12.2 9.02
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安による輸出環境の改善や個人消費の回復によ

る企業収益環境の改善が見られましたが、海外経済の下振れ懸念など予断を許さない状況が続きまし

た。 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高につきましては、前年同四半

期比16,655百万円増加（14.4％増）の132,254百万円となりました。営業損益につきましては、従来よ

り実施している低採算工事受注排除の徹底により完成工事総利益率が改善したこと等から、営業利益

937百万円（前年同四半期は営業損失1,490百万円）となりました。また、為替差益494百万円の発生等

により経常利益1,638百万円（前年同四半期は経常損失1,636百万円）、四半期純利益1,344百万円（前

年同四半期は四半期純損失2,817百万円）となりました。 

なお、当社グループの売上高の大部分を占める完成工事高は、計上時期が第４四半期連結会計期間に

集中する傾向にありますが、販売費及び一般管理費は経常的に発生することから第２四半期累計期間の

売上高に対する費用負担割合が大きくなる傾向にあります。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、株価上昇に伴う投資有価証券の増加や不動産事

業等における賃貸物件の取得による有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末と比較して4,860

百万円増加（1.4％増）の347,834百万円となりました。 

負債につきましては、主に支払手形・工事未払金等の仕入債務の減少等により、前連結会計年度末と

比較して3,911百万円減少（1.8％減）の210,626百万円となりました。 

純資産につきましては、株価上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加や利益剰余金の増加等によ

り、前連結会計年度末と比較して8,771百万円増加（6.8％増）の137,208百万円となりました。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して1.9ポイント増加して39.1％となりました。 

  

平成25年５月10日に平成25年３月期決算短信[日本基準]（連結）において公表しました業績予想に変

更はございません。 

なお、当第２四半期連結累計期間において為替差益494百万円計上しておりますが、期末の為替水準

を予想することは困難なため、予想値には反映させておりません。 

今後業績予想の変更等が生じる場合には速やかにお知らせいたします。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

西松建設㈱　（1820）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

2



  

該当事項はありません。  

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、㈱健康科学医療センターは、清算手続中であ

り、重要性がなくなったため当第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 47,965 38,903

受取手形・完成工事未収入金等 110,724 111,379

未成工事支出金 26,444 27,140

販売用不動産 6,327 6,259

不動産事業支出金 2,195 2,748

材料貯蔵品 270 283

繰延税金資産 26 25

その他 17,342 16,944

貸倒引当金 △561 △560

流動資産合計 210,737 203,124

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 24,560 24,940

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 723 710

土地 42,029 44,049

リース資産（純額） 95 93

建設仮勘定 56 109

有形固定資産合計 67,467 69,903

無形固定資産 1,010 974

投資その他の資産   

投資有価証券 60,149 70,349

長期貸付金 646 543

その他 3,383 3,352

貸倒引当金 △419 △412

投資その他の資産合計 63,760 73,833

固定資産合計 132,237 144,710

資産合計 342,974 347,834
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 88,759 79,937

短期借入金 17,306 21,289

1年内償還予定の社債 150 150

未払法人税等 451 284

未成工事受入金 23,554 25,163

完成工事補償引当金 1,541 1,781

賞与引当金 935 1,153

工事損失引当金 3,224 2,964

不動産事業等損失引当金 15 78

預り金 13,796 13,148

その他 8,237 7,537

流動負債合計 157,971 153,488

固定負債   

社債 975 900

長期借入金 34,476 32,409

繰延税金負債 12,538 14,877

退職給付引当金 4,142 4,498

環境対策引当金 226 226

資産除去債務 108 106

その他 4,098 4,119

固定負債合計 56,566 57,138

負債合計 214,537 210,626

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,513 23,513

資本剰余金 20,780 20,780

利益剰余金 67,801 69,291

自己株式 △242 △244

株主資本合計 111,853 113,340

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,135 22,965

為替換算調整勘定 △360 △150

その他の包括利益累計額合計 15,775 22,815

少数株主持分 808 1,053

純資産合計 128,436 137,208

負債純資産合計 342,974 347,834
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

完成工事高 109,417 128,112

不動産事業等売上高 6,180 4,142

売上高合計 115,598 132,254

売上原価   

完成工事原価 105,790 122,164

不動産事業等売上原価 4,967 2,858

売上原価合計 110,757 125,022

売上総利益   

完成工事総利益 3,627 5,948

不動産事業等総利益 1,213 1,283

売上総利益合計 4,840 7,232

販売費及び一般管理費 6,331 6,294

営業利益又は営業損失（△） △1,490 937

営業外収益   

受取利息 63 100

受取配当金 394 367

為替差益 － 494

貸倒引当金戻入額 74 －

その他 297 139

営業外収益合計 830 1,101

営業外費用   

支払利息 325 311

為替差損 429 －

その他 221 89

営業外費用合計 976 401

経常利益又は経常損失（△） △1,636 1,638

特別利益   

固定資産売却益 4 6

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 5 6

特別損失   

投資有価証券評価損 983 －

ゴルフ会員権評価損 19 －

じん肺訴訟和解金 15 4

投資有価証券清算損 0 9

その他 5 5

特別損失合計 1,024 19

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（△）

△2,655 1,625

法人税等 156 132

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（△）

△2,812 1,493

少数株主利益 5 149

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,817 1,344
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 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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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（△）

△2,812 1,493

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,359 6,829

為替換算調整勘定 29 307

その他の包括利益合計 △1,329 7,136

四半期包括利益 △4,141 8,630

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,154 8,384

少数株主に係る四半期包括利益 12 246
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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（△）

△2,655 1,625

減価償却費 864 865

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74 133

工事損失引当金の増減額（△は減少） △695 △260

退職給付引当金の増減額（△は減少） 578 355

受取利息及び受取配当金 △457 △468

支払利息 325 311

売上債権の増減額（△は増加） 17,596 △640

未成工事支出金の増減額（△は増加） 233 △685

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 2,207 △490

その他の資産の増減額（△は増加） 5,312 415

仕入債務の増減額（△は減少） △20,382 △9,065

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,250 1,379

その他の負債の増減額（△は減少） △2,563 △937

その他 1,605 △142

小計 5,146 △7,603

利息及び配当金の受取額 465 469

利息の支払額 △376 △375

法人税等の支払額 △87 △389

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,148 △7,899

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △520 △16

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

7 787

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,308 △3,194

有形及び無形固定資産の売却による収入 24 8

貸付けによる支出 △958 △21

貸付金の回収による収入 74 47

定期預金の純増減額（△は増加） － △50

その他の支出 △191 △110

その他の収入 217 79

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,656 △2,469

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） 1,106 4,771

長期借入れによる収入 20,000 －

長期借入金の返済による支出 △10,965 △3,334

社債の償還による支出 － △75

少数株主からの払込みによる収入 18 －

配当金の支払額 △1,106 △1,107

少数株主への配当金の支払額 △0 △1

その他 △45 144

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,007 396

現金及び現金同等物に係る換算差額 △476 859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,023 △9,112

現金及び現金同等物の期首残高 40,884 47,865

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △0

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,908 38,753
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該当事項はありません。 

  

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24年４月１日  至  平成24年９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（△）の調整額△３百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

２ 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。 

  

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９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) 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一致しております。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額 
(注)１

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)２土木事業 建築事業 不動産事業等

売上高

  外部顧客への売上高 44,713 64,878 6,006 115,598 ― 115,598

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 7 182 189 △189 ―

計 44,713 64,886 6,188 115,788 △189 115,598

セグメント利益 
又は損失（△）

455 △2,719 777 △1,486 △3 △1,490

(単位：百万円)

報告セグメント

合計 調整額

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)土木事業 建築事業 不動産事業等

売上高

  外部顧客への売上高 56,264 72,049 3,941 132,254 ― 132,254

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 0 521 522 △522 ―

計 56,264 72,049 4,463 132,777 △522 132,254

セグメント利益 
又は損失（△）

1,344 △1,304 897 937 ― 937
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４．補足情報

（１）四半期個別貸借対照表

(単位：百万円)

  
前事業年度 

(平成25年３月31日)
当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日)

資産の部    

 流動資産

  現金預金 42,742 32,588

  受取手形・完成工事未収入金 110,506 110,960

  未成工事支出金 26,353 27,096

  販売用不動産 5,835 5,786

  不動産事業支出金 2,200 2,755

  材料貯蔵品 200 204

  その他 16,968 16,559

  貸倒引当金 △ 553 △ 561

  流動資産合計 204,255 195,391

 固定資産

  有形固定資産 60,929 63,400

  無形固定資産 983 943

  投資その他の資産

   投資有価証券 57,465 67,299

   その他 8,315 4,874

   貸倒引当金 △ 3,719 △ 412

   投資その他の資産計 62,061 71,762

  固定資産合計 123,973 136,106

 資産合計 328,229 331,498

負債の部

 流動負債

  支払手形・工事未払金 86,678 77,263

  短期借入金 15,663 19,328

  未払法人税等 448 259

  未成工事受入金 21,662 23,192

  預り金 13,777 13,118

  完成工事補償引当金 1,541 1,781

  工事損失引当金 3,224 2,964

  その他の引当金 927 1,202

  その他 7,911 7,252

  流動負債合計 151,835 146,362

 固定負債

  長期借入金 32,000 30,000

  退職給付引当金 4,115 4,418

  資産除去債務 108 106

  その他 15,191 18,845

  固定負債合計 51,415 53,371

 負債合計 203,251 199,733
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(単位：百万円)

  
前事業年度 

(平成25年３月31日)
当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日)

純資産の部

 株主資本

  資本金 23,513 23,513

  資本剰余金 20,780 20,780

  利益剰余金 64,799 64,760

  自己株式 △ 242 △ 244

  株主資本合計 108,851 108,809

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 16,126 22,955

  評価・換算差額等合計 16,126 22,955

 純資産合計 124,977 131,764

負債純資産合計 328,229 331,498
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(注) 1  四半期個別財務諸表は、法定開示における四半期レビューの対象となっておりません。 

 2  四半期個別財務諸表は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載してお

りますが、科目の区分掲記については一部要約しております。 

（２）四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

  前第2四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日)

当第2四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日)

売上高    

 完成工事高 105,202 121,934

 不動産事業等売上高 4,853 3,185

 売上高合計 110,056 125,119

売上原価

 完成工事原価 101,961 116,513

 不動産事業等売上原価 3,806 2,133

 売上原価合計 105,768 118,646

売上総利益

 完成工事総利益 3,241 5,420

 不動産事業等総利益 1,046 1,052

 売上総利益合計 4,288 6,473

販売費及び一般管理費 6,098 6,060

営業利益又は営業損失（△） △ 1,810 412

営業外収益

 受取利息 54 54

 受取配当金 393 386

 為替差益 － 491

 その他 369 147

 営業外収益合計 817 1,080

営業外費用

 支払利息 300 292

 為替差損 453 －

 その他 221 87

 営業外費用合計 975 379

経常利益又は経常損失（△） △ 1,967 1,112

特別利益

 固定資産売却益 2 6

 投資有価証券売却益 0 －

 特別利益合計 2 6

特別損失

 投資有価証券評価損 983 －

 その他 39 31

 特別損失合計 1,023 31

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失（△）

△ 2,988 1,088

法人税等 △ 91 19

四半期純利益又は 
四半期純損失（△）

△ 2,896 1,069
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① 平成26年３月期第２四半期 受注高実績 

（単位：百万円）

  

（参考）個別受注高実績内訳 

（単位：百万円）

  

② 平成26年３月期 受注高予想（通期） 

（単位：百万円）

（注）受注高予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の受注高

は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

（３）建設事業受注高の概況

区  分

前第２四半期
（自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日）

当第２四半期
（自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日）

比較増減

金  額 金  額 金  額
増減率
（％）

連  結 92,909 166,249 73,339 78.9

個  別 89,699 161,396 71,697 79.9

区  分

前第２四半期
（自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日）

当第２四半期
（自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日）

比較増減

金  額
構成比
（％）

金  額
構成比
（％）

金  額
増減率
（％）

土木

国内官公庁 18,452 20.6 33,516 20.8 15,063 81.6

国内民間 3,960 4.4 9,085 5.6 5,124 129.4

海  外 14,185 15.8 4,861 3.0 △9,324 △65.7

計 36,598 40.8 47,462 29.4 10,864 29.7

建築

国内官公庁 4,202 4.7 8,083 5.0 3,881 92.3

国内民間 48,743 54.3 105,163 65.2 56,419 115.7

海  外 155 0.2 687 0.4 532 343.5

計 53,101 59.2 113,934 70.6 60,833 114.6

計

国内官公庁 22,654 25.3 41,599 25.8 18,944 83.6

国内民間 52,703 58.7 114,248 70.8 61,544 116.8

海  外 14,340 16.0 5,548 3.4 △8,791 △61.3

計 89,699 100.0 161,396 100.0 71,697 79.9

区  分

25年３月期実績
（自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日）

26年３月期予想
（自 平成25年４月１日
 至 平成26年３月31日）

比較増減

金  額 金  額 金  額
増減率
（％）

連  結 258,216 276,000 17,783 6.9

個  別 244,674 261,000 16,325 6.7
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