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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 55,500 20.6 256 ― 301 ― 239 ―
25年3月期第2四半期 46,033 4.2 △671 ― △862 ― △792 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 336百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △888百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 3.78 ―
25年3月期第2四半期 △12.49 ―

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 81,360 20,231 24.7
25年3月期 89,960 19,961 22.0
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  20,114百万円 25年3月期  19,777百万円

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26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

25年3月期 ― ― ― 1.00 1.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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）

（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 6.4 1,700 ― 1,500 ― 1,200 ― 18.93



(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） 26年3月期2Q 67,170,143 株 25年3月期 67,170,143 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,788,281 株 25年3月期 3,780,063 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 63,387,759 株 25年3月期2Q 63,458,732 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による各種政策の効果が発現する中で、輸出は持ち

直しの動きがみられ、企業の業況及び雇用情勢は改善しています。 

 わが国経済の先行きにつきましては、米国の金融政策の動向、財政問題への対応及び欧州政府債務問題等の動向

によるものの、経済再生に向けた金融緩和や各種経済政策の効果もあり国内需要は緩やかに増加するものと思われ

ます。政府は、大震災からの復興を加速させ、デフレからの早期脱却と経済再生の実現に向けて全力で取り組む方

針であることから、今後の景気回復の動きが確かなものとなることが期待されます。 

 当社グループの主要事業であります建設業においても、政府建設投資における大型補正予算の実施と民間建設投

資の緩やかな回復により引き続き工事量は維持されると見られるものの、建設現場における技能工労働者の不足や

資材の高騰は、工事施工面における波乱要因と考えられます。しかしながら、震災復興需要、２０２０年の東京オ

リンピック開催決定及び消費税率引き上げに伴う住宅投資の駆け込み需要もあり、建設市況は、引き続き改善して

いくものとみられます。 

 このような情勢下におきまして、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55,500百

万円（前年同期比20.6%増）、売上総利益が2,292百万円（前年同期比61.5%増）となりましたことから、営業利益

が256百万円（前年同期は営業損失671百万円）、経常利益が301百万円（前年同期は経常損失862百万円）となり、

四半期純利益は239百万円（前年同期は四半期純損失792百万円）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。一方、販売費及び一般管理費は恒常的に発生するため、第２四半期の経営成績は、全般的に通期の業績予想に

対し、進捗率が低くなる傾向にあります。  

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 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3,389百万円増加しました

が、受取手形・完成工事未収入金等が13,883百万円減少したこと等により、資産合計は8,599百万円減少した

81,360百万円となりました。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9,218百万円減少

したこと等により、負債合計は8,870百万円減少した61,128百万円となりました。純資産の部は前連結会計年度末

に比べ270百万円増加した20,231百万円となり、自己資本比率は24.7％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10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 12,617 16,007

受取手形・完成工事未収入金等 55,104 41,220

未成工事支出金等 2,113 2,408

短期貸付金 69 29

繰延税金資産 11 25

その他 5,225 6,472

貸倒引当金 △330 △232

流動資産合計 74,812 65,930

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 5,091 5,028

機械、運搬具及び工具器具備品 8,726 8,686

土地 7,027 7,074

リース資産 130 152

建設仮勘定 7 7

減価償却累計額 △11,271 △11,291

有形固定資産合計 9,712 9,658

無形固定資産 136 113

投資その他の資産   

投資有価証券 4,035 4,400

長期貸付金 368 383

破産更生債権等 40 43

繰延税金資産 20 15

その他 1,893 1,910

貸倒引当金 △1,059 △1,096

投資その他の資産合計 5,299 5,656

固定資産合計 15,147 15,429

資産合計 89,960 81,360



（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 40,732 31,514

短期借入金 5,805 5,805

未払法人税等 219 165

未成工事受入金 6,459 7,092

預り金 4,913 4,995

完成工事補償引当金 173 203

賞与引当金 132 128

工事損失引当金 471 522

その他 959 583

流動負債合計 59,867 51,011

固定負債   

繰延税金負債 563 667

退職給付引当金 7,311 7,403

訴訟損失引当金 228 174

その他 2,028 1,872

固定負債合計 10,131 10,117

負債合計 69,998 61,128

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,100 5,100

資本剰余金 3,687 3,687

利益剰余金 10,773 10,949

自己株式 △659 △661

株主資本合計 18,901 19,076

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 850 1,042

繰延ヘッジ損益 56 27

為替換算調整勘定 △30 △32

その他の包括利益累計額合計 875 1,037

少数株主持分 183 117

純資産合計 19,961 20,231

負債純資産合計 89,960 81,360



（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 46,033 55,500

売上原価 44,614 53,207

売上総利益 1,419 2,292

販売費及び一般管理費 2,091 2,035

営業利益又は営業損失（△） △671 256

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 23 26

為替差益 － 65

その他 110 74

営業外収益合計 138 169

営業外費用   

支払利息 83 83

支払保証料 37 33

為替差損 140 －

その他 67 7

営業外費用合計 328 125

経常利益又は経常損失（△） △862 301

特別利益   

固定資産売却益 233 3

特別利益合計 233 3

特別損失   

固定資産除売却損 4 6

訴訟関連損失 162 14

その他 126 9

特別損失合計 293 31

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（△）

△922 273

法人税、住民税及び事業税 83 110

法人税等調整額 △138 △11

法人税等合計 △54 99

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（△）

△867 174

少数株主損失（△） △74 △65

四半期純利益又は四半期純損失（△） △792 239



（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（△）

△867 174

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 192

繰延ヘッジ損益 △17 △28

為替換算調整勘定 0 △2

その他の包括利益合計 △20 161

四半期包括利益 △888 336

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △813 401

少数株主に係る四半期包括利益 △74 △65



（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（△）

△922 273

減価償却費 193 171

減損損失 0 4

訴訟関連損失 162 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △57

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 6 30

賞与引当金の増減額（△は減少） △38 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 92

工事損失引当金の増減額（△は減少） △261 51

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 159 △8

固定資産除売却損益（△は益） △228 2

受取利息及び受取配当金 △27 △29

支払利息 83 83

為替差損益（△は益） 60 △14

投資有価証券評価損益（△は益） 125 5

売上債権の増減額（△は増加） 7,935 13,923

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,399 △207

仕入債務の増減額（△は減少） △5,260 △9,211

未成工事受入金の増減額（△は減少） △177 639

その他の資産の増減額（△は増加） 891 △1,423

その他の負債の増減額（△は減少） 45 △390

その他の損益（△は益） △214 △34

小計 126 3,912

利息及び配当金の受取額 27 29

利息の支払額 △82 △83

法人税等の支払額 △123 △156

法人税等の還付額 265 －

訴訟関連損失の支払額 △2 △72

営業活動によるキャッシュ・フロー 211 3,629

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 △10 △47

定期預金の払戻による収入 16 47

有形固定資産の取得による支出 △163 △135

有形固定資産の売却による収入 436 32

無形固定資産の取得による支出 △11 △8

投資有価証券の取得による支出 △42 △103

投資有価証券の売却による収入 0 52

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 △3 △3

長期貸付金の回収による収入 19 14

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 301 △150



（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) 

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 －

自己株式の取得による支出 △0 △1

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △64 △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 △11 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △376 △89

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98 3,387

現金及び現金同等物の期首残高 16,176 12,555

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 16,303 15,943



 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。 

  

  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） 

  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利益と調整を行っています。 

    

   

（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）

  
  

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

  
  

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  24,906  29,552  1,041  55,500  －  55,500

  セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  5  133  138  △138  －

計  24,906  29,558  1,175  55,639  △138  55,500

セグメント利益又は損失

（△） 
 429  △39  △140  249  7  256

7



（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      

26年３月期第２四半期    57,614       % 30.4     

25年３月期第２四半期  44,178      % 55.6     

                  

（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25年３月期 

第２四半期累計期間 

平成26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 20,260  ( %)45.9 19,175  ( %)33.3     △1,084        % △5.4

 国内民間 875  ( %)2.0 701   ( %)1.2      △174      % △19.9

 海外 △348 ( %)△0.8 375 ( %)0.7  724     －

 計 20,787  ( %)47.1 20,252  ( %)35.2       △534       % △2.6

建 

築 

 国内官公庁 2,034 ( %)4.6 4,013  ( %)7.0       1,979   % 97.3

 国内民間 19,779  ( %)44.7 31,832  ( %)55.2       12,052 % 60.9

 海外 1,577   ( %)3.6 1,516   ( %)2.6          △61 % △3.9

 計 23,391  ( %)52.9 37,361  ( %)64.8         13,970 % 59.7

合 

計 

 国内官公庁 22,294  ( %)50.5 23,189  ( %)40.2       894 % 4.0

 国内民間 20,655  ( %)46.7 32,533  ( %)56.5        11,877      % 57.5

 海外 1,228  ( %)2.8 1,892 ( %)3.3    663   % 54.0

 計 44,178 ( %)100.0 57,614 ( %)100.0       13,436 % 30.4
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