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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 46,033 4.2 △671 ― △862 ― △792 ―
24年3月期第2四半期 44,183 △8.0 △466 ― △838 ― △1,060 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △888百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △1,146百万円 （―％）

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2四半期 △12.49 ―
24年3月期第2四半期 △16.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 83,305 21,134 25.3
24年3月期 89,662 22,078 24.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  21,052百万円 24年3月期  21,919百万円

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２５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

24年3月期 ― ― ― 1.00 1.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― ― ―

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、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 120,000 18.6 1,400 136.8 1,200 334.7 600 ― 9.45



(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。 

※  注記事項

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） 25年3月期2Q 67,170,143 株 24年3月期 67,170,143 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,772,982 株 24年3月期 3,685,626 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 63,458,732 株 24年3月期2Q 63,491,044 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、復興関連需要により緩やかな改善傾向にありますが円高や

デフレの長期化、欧州諸国の政府財政危機や中国の経済成長が鈍化により世界経済は、依然として減速した状況が

続いております。 

当社グループの主要事業である建設業界におきましては、公共投資は、東日本大震災の復旧・復興を除いて低

調な状況が続き厳しい状況であります。また、民間建設投資は被災住宅の再建もあり緩やかな回復基調が続くとみ

ていますが受注競争の激化、労務費の上昇等、依然として厳しい状況にあります。 

 このような情勢下において、当社グループを挙げて積極的な営業活動を行いました結果、売上高が46,033百万円

（前年同期比4.2%増）、売上総利益が1,419百万円（前年同期比15.6%減）となりましたことから、営業損失が671

百万円（前年同期は営業損失466百万円）、経常損失が862百万円（前年同期は経常損失838百万円）となり、四半

期純損失は792百万円（前年同期は四半期純損失1,060百万円）となりました。 

 なお、当社グループの主たる事業である建設事業においては、契約による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、受取手形・完成工事未収入金等が7,759

百万円減少し、未成工事支出金等が2,398百万円増加したこと等により、資産合計は6,356百万円減少した83,305百

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5,092百万減少したこと等

により、負債合計は5,413百万円減少した62,170百万円となりました。純資産の部は前連結会計年度末に比べ943百

万円減少した21,134百万円となり、自己資本比率は25.3％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期の経営成績は概ね計画通り推移しており、平成24年５月11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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 16,240 16,359

受取手形・完成工事未収入金等 51,468 43,708

未成工事支出金等 2,268 4,666

短期貸付金 28 56

繰延税金資産 149 248

その他 4,739 3,802

貸倒引当金 △296 △273

流動資産合計 74,598 68,566

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 4,690 4,991

機械、運搬具及び工具器具備品 8,820 8,710

土地 7,031 6,977

リース資産 25 104

建設仮勘定 7 27

減価償却累計額 △10,898 △11,070

有形固定資産合計 9,676 9,741

無形固定資産 141 139

投資その他の資産   

投資有価証券 3,288 3,201

長期貸付金 737 380

破産更生債権等 52 52

繰延税金資産 695 711

その他 1,527 1,504

貸倒引当金 △1,057 △993

投資その他の資産合計 5,245 4,858

固定資産合計 15,064 14,738

資産合計 89,662 83,305



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 36,939 31,847

短期借入金 6,405 6,105

未払法人税等 42 111

未成工事受入金 8,333 8,207

預り金 4,482 4,868

完成工事補償引当金 150 159

賞与引当金 149 111

工事損失引当金 578 317

その他 719 497

流動負債合計 57,801 52,225

固定負債   

繰延税金負債 322 296

退職給付引当金 7,265 7,268

訴訟損失引当金 59 219

その他 2,134 2,160

固定負債合計 9,782 9,945

負債合計 67,584 62,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,100 5,100

資本剰余金 3,688 3,687

利益剰余金 13,410 12,610

自己株式 △651 △659

株主資本合計 21,547 20,739

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 372 368

繰延ヘッジ損益 － △17

為替換算調整勘定 － △38

その他の包括利益累計額合計 372 312

少数株主持分 158 82

純資産合計 22,078 21,134

負債純資産合計 89,662 83,305



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 44,183 46,033

売上原価 42,501 44,614

売上総利益 1,681 1,419

販売費及び一般管理費 2,148 2,091

営業損失（△） △466 △671

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 23 23

保険配当金 18 4

営業譲受債権回収益 1 53

その他 18 51

営業外収益合計 66 138

営業外費用   

支払利息 94 83

支払保証料 22 37

為替差損 299 140

その他 21 67

営業外費用合計 438 328

経常損失（△） △838 △862

特別利益   

固定資産売却益 45 233

その他 0 －

特別利益合計 46 233

特別損失   

固定資産除売却損 12 4

減損損失 0 0

災害による損失 160 －

投資有価証券評価損 0 125

損害賠償金 302 2

訴訟損失引当金繰入額 － 160

その他 6 0

特別損失合計 480 293

税金等調整前四半期純損失（△） △1,272 △922

法人税、住民税及び事業税 68 83

法人税等調整額 △194 △138

法人税等合計 △125 △54

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,146 △867

少数株主損失（△） △86 △74

四半期純損失（△） △1,060 △792



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,146 △867

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △3

繰延ヘッジ損益 2 △17

為替換算調整勘定 － 0

その他の包括利益合計 0 △20

四半期包括利益 △1,146 △888

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,060 △813

少数株主に係る四半期包括利益 △86 △74



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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（△） △1,272 △922

減価償却費 236 193

減損損失 0 0

災害損失 160 －

損害賠償損失 302 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △136 △2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 7 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △38

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32 △5

工事損失引当金の増減額（△は減少） △72 △261

その他の引当金の増減額（△は減少） △0 159

固定資産除売却損益（△は益） △33 △228

受取利息及び受取配当金 △27 △27

支払利息 94 83

為替差損益（△は益） 115 60

投資有価証券評価損益（△は益） 0 125

売上債権の増減額（△は増加） 7,255 7,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △534 △2,399

仕入債務の増減額（△は減少） △10,578 △5,260

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,092 △177

その他の資産の増減額（△は増加） 535 891

その他の負債の増減額（△は減少） △33 45

その他の損益（△は益） △0 △54

小計 △2,927 126

利息及び配当金の受取額 27 27

利息の支払額 △94 △82

法人税等の支払額 △268 △123

法人税等の還付額 42 265

損害賠償金の支払額 △1 △2

災害損失の支払額 △160 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,382 211



（単位：百万円）

前第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) 

当第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) 

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 △37 △10

定期預金の払戻による収入 75 16

有形固定資産の取得による支出 △247 △163

有形固定資産の売却による収入 83 436

無形固定資産の取得による支出 △5 △11

投資有価証券の取得による支出 △63 △42

投資有価証券の売却による収入 21 0

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 △26 △3

長期貸付金の回収による収入 18 19

会員権の取得による支出 △4 －

会員権の売却による収入 6 －

会員権の償還による収入 － 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △181 301

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） △300 △300

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 △62 △64

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 △7 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △371 △376

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69 △37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,004 98

現金及び現金同等物の期首残高 19,059 16,176

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）

－ 28

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,054 16,303



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。  

   

   

  前第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） 

  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 

（単位：百万円）

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

   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。 

  

  当第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） 

  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 

（単位：百万円）

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

   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。 

  

    

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  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

△8

  
  

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  22,500  22,394  1,138  46,033  －  46,033

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  117  160  278  △278  －

計  22,500  22,512  1,298  46,311  △278  46,033

セグメント利益又は損失

（△） 
 73  △577  △158  △662  △9  △671

△9



   

（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      

25年３月期第２四半期    44,178       % 55.6     

24年３月期第２四半期  28,392      % △25.2     

                  

（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24年３月期 

第２四半期累計期間

平成25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 12,285  ( %)43.2 20,260  ( %)45.9     7,975        % 64.9

 国内民間 1,298  ( %)4.6 875   ( %)2.0         △423      % △32.6

 海外 84 ( %)0.3 △348 ( %)△0.8  △433     －

 計 13,668  ( %)48.1 20,787  ( %)47.1       7,118       % 52.1

建 

築 

 国内官公庁 1,921 ( %)6.8 2,034  ( %)4.6       112   % 5.8

 国内民間 12,653  ( %)44.6 19,779  ( %)44.7       7,126 % 56.3

 海外 149   ( %)0.5 1,577   ( %)3.6          1,428 % 955.2

 計 14,724  ( %)51.9 23,391  ( %)52.9         8,666 % 58.9

合 

計 

 国内官公庁 14,206  ( %)50.0 22,294  ( %)50.5       8,087 % 56.9

 国内民間 13,951  ( %)49.2 20,655  ( %)46.7        6,703        % 48.0

 海外 234  ( %)0.8 1,228 ( %)2.8    994   % 424.4

 計 28,392 ( %)100.0 44,178 ( %)100.0       15,785 % 55.6
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