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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 16,519 △4.5 482 △23.9 422 △22.3 212 △66.5
23年3月期第2四半期 17,300 4.2 634 70.5 544 91.6 635 138.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 208百万円 （△69.2％） 23年3月期第2四半期 678百万円 （―％）

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 0.74 ―
23年3月期第2四半期 2.20 ―

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 31,986 4,758 14.9
23年3月期 35,047 4,549 13.0
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  4,758百万円 23年3月期  4,549百万円

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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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 41,300 2.8 960 △36.1 710 △47.3 680 46.8 2.36



(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続は実施中です。 

※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。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等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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 288,357,304 株 23年3月期 288,357,304 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 55,718 株 23年3月期 54,975 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 288,302,205 株 23年3月期2Q 288,304,190 株
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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、景気の持ち直し傾向が続いてまいりましたが、その
一方で、東日本大震災の影響や海外景気の低迷、欧州の金融不安を背景とした為替レート・株価の変動等
により、景気の先行きにつきましては不透明感を増してまいりました。 
 この間、建設業界におきましては、公共投資の削減や受注競争の激化に加えて、東日本大震災の影響に
よる一部の建設資材の枯渇や労務費の上昇など依然として厳しい経営環境が続いてまいりました。 
 このような状況の下、当社グループでは、「３カ年経営計画」の最終年度にあたり、目標受注工事高の
確保と工事原価管理の徹底による目標利益の達成に向けて全社を上げて取り組んでまいりました。 
 これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は前年同四半期に比べ4.5％減の165億19百万
円、営業利益は前年同四半期に比べ23.9％減の４億82百万円、経常利益は前年同四半期に比べ22.3％減の
４億22百万円となりました。また、一部の債権の回収可能性を見直した結果、１億85百万円の貸倒引当金
繰入額を特別損失に計上いたしましたので、四半期純利益は前年同四半期に比べ66.5％減の２億12百万円
となりました。 
  
 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
  なお、セグメント利益は四半期連結損益計算書における営業利益と対応しております。 
  
（建設事業） 
 厳しい受注環境が続いたものの、売上高は前年同四半期に比べ1.6％増の158億24百万円となり、セグメ
ント利益は前年同四半期に比べ28.1％減の３億73百万円となりました。 
  
（不動産事業） 
 施主の経営危機に伴い保全した物件の売却等が概ね終了したことにより、売上高は前年同四半期に比べ
59.8％減の６億94百万円、セグメント利益は前年同四半期に比べ4.7％減の１億27百万円となりました。 

  

  

当第２四半期連結会計期間の資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等を回収したこと等により、前
連結会計年度に比べ30億61百万円減の319億86百万円となりました。 
負債合計は、支払手形・工事未払金等及び借入金が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ32億
70百万円減の272億28百万円となりました。 
純資産合計は、四半期純利益２億12百万円を計上したこと等により、前連結会計年度に比べ２億８百万
円増の47億58百万円となりました。 

  

平成23年４月27日に公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想につきましては、変更はございま
せん。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)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 2,040 2,031

受取手形・完成工事未収入金等 18,668 15,969

販売用不動産 516 221

未成工事支出金 226 245

不動産事業支出金 48 48

材料貯蔵品 78 76

繰延税金資産 28 26

その他 489 727

貸倒引当金 △63 △67

流動資産合計 22,033 19,279

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,965 2,913

土地 7,428 7,428

その他（純額） 95 85

有形固定資産合計 10,489 10,427

無形固定資産 88 87

投資その他の資産

破産更生債権等 4,448 4,388

繰延税金資産 141 146

その他 651 625

貸倒引当金 △2,806 △2,969

投資その他の資産合計 2,435 2,191

固定資産合計 13,013 12,707

資産合計 35,047 31,986
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(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 13,934 11,214

短期借入金 11,235 10,453

未成工事受入金 238 779

不動産事業受入金 4 －

完成工事補償引当金 39 25

工事損失引当金 195 206

賞与引当金 103 105

その他 801 503

流動負債合計 26,553 23,287

固定負債

長期借入金 2,385 2,385

退職給付引当金 1,378 1,371

役員退職慰労引当金 3 3

その他 177 179

固定負債合計 3,944 3,940

負債合計 30,498 27,228

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 1,703 1,703

利益剰余金 858 1,071

自己株式 △2 △2

株主資本合計 4,558 4,771

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △9 △13

その他の包括利益累計額合計 △9 △13

純資産合計 4,549 4,758

負債純資産合計 35,047 31,986
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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 17,300 16,519

売上原価 15,668 15,067

売上総利益 1,631 1,452

販売費及び一般管理費 997 969

営業利益 634 482

営業外収益

受取利息 8 14

受取配当金 3 4

その他 12 18

営業外収益合計 24 37

営業外費用

支払利息 95 80

その他 18 16

営業外費用合計 114 97

経常利益 544 422

特別利益

貸倒引当金戻入額 220 －

償却済債権取立益 10 －

特別利益合計 230 －

特別損失

貸倒引当金繰入額 9 185

投資有価証券評価損 80 －

その他 15 －

特別損失合計 105 185

税金等調整前四半期純利益 669 237

法人税、住民税及び事業税 37 27

法人税等調整額 △4 △2

法人税等合計 33 24

少数株主損益調整前四半期純利益 635 212

四半期純利益 635 212
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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利益 635 212

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42 △4

その他の包括利益合計 42 △4

四半期包括利益 678 208

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 678 208

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

① 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) 

  

（ａ）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 

 
  

（ｂ）報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当 

   該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：百万円)

報告セグメント

建設事業 不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 15,571 1,728 17,300

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4 6 10

計 15,575 1,735 17,311

セグメント利益 519 133 653

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 653

全社費用(注) △19

四半期連結損益計算書の営業利益 634
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② 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) 

  

（ａ）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 

 
  

（ｂ）報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当  

   該差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

 該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント

建設事業 不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 15,824 694 16,519

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4 6 11

計 15,828 701 16,530

セグメント利益 373 127 500

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 500

全社費用(注) △18

四半期連結損益計算書の営業利益 482

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（1）部門別売上高明細表 

 
(注) １ 当社グループでは建設事業以外は受注生産を行っておりません。 

２ 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。 

３ 受注工事高の上段（ ）書き表示額は、前期繰越工事高のうち、経済状況の変化等により事業が中止となっ

た工事や契約を解除した工事の額であります。 

  

 以 上

４．補足情報

  生産、受注及び販売の状況

区分

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)

比較増減（△）

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
増減率
(％)

建
設
事
業

 建築工事 11,503 66.5 11,298 68.4 △205 △1.8

土木工事 3,555 20.6 3,756 22.7 200 5.7

電気工事 512 2.9 769 4.7 257 50.2

計 15,571 90.0 15,824 95.8 252 1.6

不動産事業 1,728 10.0 694 4.2 △1,034 △59.8

合  計 17,300 100 16,519 100 △781 △4.5

  （2）受注状況

区分

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)

比較増減（△）

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
増減率
(％)

受 
注 
工 
事 
高

建築工事

（1,295）

11,259 65.0

（500）

13,989 63.5 2,729 24.2

土木工事 4,770 27.5 6,746 30.6 1,976 41.4

電気工事 1,297 7.5 1,294 5.9 △3 △0.3

合  計

（1,295）

17,327 100

（500）

22,029 100 4,701 27.1

繰 
越 
工 
事 
高

建築工事 24,903 80.9 26,775 80.4 1,872 7.5

土木工事 5,016 16.3 5,953 17.9 936 18.7

電気工事 870 2.8 586 1.7 △284 △32.6

合  計 30,789 100 33,315 100 2,525 8.2
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