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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 44,183 △8.0 △466 ― △838 ― △1,060 ―
23年3月期第2四半期 48,046 △6.4 △171 ― △486 ― △319 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △1,146百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △543百万円 （―％）

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2四半期 △16.70 ―
23年3月期第2四半期 △5.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 78,762 21,294 27.0
23年3月期 89,802 22,505 24.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  21,234百万円 23年3月期  22,358百万円

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  
平成24年3月期の期末配当予想については未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定であります。 

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 ― ― ― 1.00 1.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― ― ―

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、対前期増減率）

（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

通期 112,000 △3.9 1,300 1.3 1,000 15.3 750 52.9 11.81



(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  ：  無  

(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、 
金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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およ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。 

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2Q 67,170,143 株 23年3月期 67,170,143 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,681,207 株 23年3月期 3,677,657 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 63,491,044 株 23年3月期2Q 63,497,672 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの景気後退から持ち直してきてはいるもの

の、欧州の金融市場における不良債権問題、米国での雇用の低迷と個人消費の縮小、新興国におけるインフレ圧力

の高まりなどにより世界経済は減速傾向にあり国内経済においても、歴史的な円高、デフレ等の長期化により景気

回復には至らない状況にあります。 

  当社グループの主要事業である建設業界においては、政府建設投資は、2011年度の公共投資が、東日本大震災の

復旧・復興のために対前年度増となる見込みでありますが、第２四半期までにおいてはその効果があまり表れてい

ないため引き続き厳しい状況にあります。又、民間建設投資においても復興需要が下支えとなり回復基調が続くと

みられますが、受注環境は非常に厳しい状況にあります。 

 このような状況のもと、当社グループは引続き採算性を重視した選別受注、原価の圧縮及び徹底した経費節減に

取り組みました結果、売上高が44,183百万円（前年同期比8.0％減）、売上総利益が1,681百万円（前年同期比

18.4%減）となりましたことから、営業損失が466百万円（前年同期は営業損失171百万円）、経常損失が838百万円

（前年同期は経常損失486百万円）となり、四半期純損失は1,060百万円（前年同期は四半期純損失319百万円）と

なりました。  

 なお、当社グループの主たる事業である土木事業及び建築事業においては、契約による工事の完成引渡が第４四

半期連結会計期間に集中しているため、第４四半期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変

動があります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ、現金預金が4,050百万円、受取手形・完

成工事未収入金等が7,178百万円減少したこと等により、資産合計は11,040百万円減少した78,762百万円となりま

した。負債の部は、前連結会計年度末に比べ、支払手形・工事未払金等が10,608百万減少したこと等により、負債

合計は9,828百万円減少した57,468百万円となりました。純資産の部は前連結会計年度末に比べ1,211百万円減少し

た21,294百万円となり、自己資本比率は27.0％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年5月13日発表の通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 19,154 15,104

受取手形・完成工事未収入金等 46,496 39,317

未成工事支出金等 3,368 3,903

短期貸付金 30 27

繰延税金資産 321 490

その他 4,998 5,229

貸倒引当金 △288 △255

流動資産合計 74,082 63,817

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,804 4,765

機械、運搬具及び工具器具備品 9,183 8,888

土地 6,808 6,951

リース資産 25 25

減価償却累計額 △11,038 △10,867

有形固定資産合計 9,782 9,763

無形固定資産 159 147

投資その他の資産   

投資有価証券 3,074 3,114

長期貸付金 740 715

破産更生債権等 1,050 65

繰延税金資産 610 637

その他 1,648 1,516

貸倒引当金 △1,347 △1,015

投資その他の資産合計 5,777 5,034

固定資産合計 15,720 14,945

資産合計 89,802 78,762



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 39,019 28,410

短期借入金 7,005 6,705

未払法人税等 257 66

未成工事受入金 4,964 6,057

預り金 3,809 4,016

完成工事補償引当金 238 245

賞与引当金 175 171

工事損失引当金 1,189 1,117

その他 562 715

流動負債合計 57,222 47,506

固定負債   

繰延税金負債 311 311

退職給付引当金 7,287 7,254

訴訟損失引当金 101 100

その他 2,374 2,295

固定負債合計 10,074 9,961

負債合計 67,296 57,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,100 5,100

資本剰余金 3,688 3,688

利益剰余金 13,973 12,849

自己株式 △650 △651

株主資本合計 22,111 20,987

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 249 247

繰延ヘッジ損益 △2 －

その他の包括利益累計額合計 247 247

少数株主持分 147 59

純資産合計 22,505 21,294

負債純資産合計 89,802 78,762



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 48,046 44,183

売上原価 45,983 42,501

売上総利益 2,062 1,681

販売費及び一般管理費 2,233 2,148

営業損失（△） △171 △466

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 25 23

受取保険金 25 －

保険配当金 1 18

株式割当益 22 －

営業譲受債権回収益 37 1

その他 20 18

営業外収益合計 137 66

営業外費用   

支払利息 125 94

支払保証料 27 22

為替差損 259 299

その他 39 21

営業外費用合計 452 438

経常損失（△） △486 △838

特別利益   

貸倒引当金戻入額 72 －

退職給付制度改定益 53 －

固定資産売却益 102 45

投資有価証券売却益 147 －

その他 1 0

特別利益合計 377 46

特別損失   

固定資産除売却損 12 12

減損損失 9 0

環境対策費 8 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9 －

災害による損失 － 160

損害賠償金 － 302

その他 0 6

特別損失合計 39 480

税金等調整前四半期純損失（△） △147 △1,272

法人税、住民税及び事業税 311 68

法人税等調整額 △57 △194

法人税等合計 254 △125

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △402 △1,146

少数株主損失（△） △82 △86

四半期純損失（△） △319 △1,060



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △402 △1,146

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △137 △2

繰延ヘッジ損益 △3 2

その他の包括利益合計 △140 0

四半期包括利益 △543 △1,146

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △460 △1,060

少数株主に係る四半期包括利益 △82 △86



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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損失（△） △147 △1,272

減価償却費 296 236

減損損失 9 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9 －

災害損失 － 160

損害賠償損失 － 302

貸倒引当金の増減額（△は減少） △102 △136

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 9 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △203 △32

工事損失引当金の増減額（△は減少） △21 △72

その他の引当金の増減額（△は減少） △7 △0

固定資産除売却損益（△は益） △90 △33

受取利息及び受取配当金 △31 △27

支払利息 125 94

為替差損益（△は益） 72 115

株式割当益 △22 －

投資有価証券売却損益（△は益） △147 －

売上債権の増減額（△は増加） 12,495 7,255

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,784 △534

仕入債務の増減額（△は減少） △8,280 △10,578

未成工事受入金の増減額（△は減少） △4,660 1,092

その他の資産の増減額（△は増加） 1,798 535

その他の負債の増減額（△は減少） △1,829 △33

その他の損益（△は益） △0 △0

小計 2,054 △2,927

利息及び配当金の受取額 31 27

利息の支払額 △126 △94

法人税等の支払額 △210 △268

法人税等の還付額 72 42

損害賠償金の支払額 △18 △1

災害損失の支払額 － △160

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,802 △3,382



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △68 △37

定期預金の払戻による収入 10 75

有形固定資産の取得による支出 △80 △247

有形固定資産の売却による収入 205 83

無形固定資産の取得による支出 △20 △5

投資有価証券の取得による支出 △8 △63

投資有価証券の売却による収入 214 21

短期貸付金の純増減額（△は増加） △0 △0

長期貸付けによる支出 △2 △26

長期貸付金の回収による収入 20 18

会員権の取得による支出 △4 △4

会員権の売却による収入 － 6

会員権の償還による収入 7 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 271 △181

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） △64 △300

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △997 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △63 △62

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

リース債務の返済による支出 △2 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,128 △371

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 886 △4,004

現金及び現金同等物の期首残高 19,348 19,059

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,235 15,054



 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22年４月１日 至平成22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  

（単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△4百万円は、セグメント間取引消去であります。 

 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（△）と調整を行っています。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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  

（単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△8百万円は、セグメント間取引消去であります。 

 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（△）と調整を行っています。 

  

  

    該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
  

報告セグメント 
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 その他の事業 計 

売上高                                    

  外部顧客に対する売上高  27,182  19,400  1,463  48,046  －  48,046

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  9  278  287  △287  －

計  27,182  19,409  1,741  48,333  △287  48,046

セグメント利益又は損失

（△） 
 242  △238  △170  △166  △4  △171

  
  

報告セグメント 
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 その他の事業 計 

売上高                                    

  外部顧客に対する売上高  21,852  21,415  914  44,183  －  44,183

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  6  294  300  △300  －

計  21,852  21,422  1,208  44,483  △300  44,183

セグメント利益又は損失

（△） 
 249  △529  △176  △457  △8  △466

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）四半期個別受注の概況 

個別受注実績                  （単位：百万円）         

  

  （注）（ ）内のパーセント表示は、構成比率を示します。 

  

３．補足情報

   受 注 高      

24年３月期第２四半期    28,392       % △25.2     

23年３月期第２四半期    37,948       % 14.5     

                  

（注）１．受注高は、当該四半期までの金額です。  

   ２．パーセント表示は、対前年同四半期増減率を示します。 

  

（参考）受注実績内訳                                （単位：百万円） 

区   分 
平成23年３月期 

第２四半期累計期間

平成24年３月期 

第２四半期累計期間
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

土 

木 

 国内官公庁 19,304  ( %)50.9 12,285  ( %)43.2     △7,019       % △36.4

 国内民間 1,281  ( %)3.4 1,298   ( %)4.6         17       % 1.4

 海外 481 ( %)1.2 84 ( %)0.3  △397 % △82.4

 計 21,067  ( %)55.5 13,668  ( %)48.1       △7,399       % △35.1

建 

築 

 国内官公庁 4,561 ( %)12.0 1,921  ( %)6.8       △2,639   % △57.9

 国内民間 12,296  ( %)32.4 12,653  ( %)44.6       356 % 2.9

 海外 22   ( %)0.1 149   ( %)0.5          127 % 564.5

 計 16,880  ( %)44.5 14,724  ( %)51.9    △2,156 % △12.8

合 

計 

 国内官公庁 23,866  ( %)62.9 14,206  ( %)50.0       △9,659 % △40.5

 国内民間 13,577  ( %)35.8 13,951  ( %)49.2        373        % 2.8

 海外 504  ( %)1.3 234 ( %)0.8    △270 % △53.6

 計 37,948 ( %)100.0 28,392 ( %)100.0       △9,555 % △25.2
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