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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 20,815 8.2 △693 ― △990 ― △916 ―

24年3月期第1四半期 19,246 △25.0 △331 ― △559 ― △223 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △1,067百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △298百万円 （―％）

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1四半期 △2.29 ―

24年3月期第1四半期 △0.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 99,439 21,498 20.9 52.02
24年3月期 110,911 22,965 20.1 55.67

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  20,816百万円 24年3月期  22,277百万円

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６月28日開催の第90回定時株主総会において、平成24年10月１日を効力発生日として、当社の発行する普通株式の５株を１株に併合する旨が承認
可決されております。これに関し、配当予想は１円から５円とする旨の修正開示を平成24年５月21日に行っております。 

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） ― ― 5.00 5.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
１株当たり当期純利益は株式併合後の発行済株式総数を基に算出しております。 

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

第2四半期(累計) 57,000 24.9 700 57.4 200 40.3 200 19.0 2.50
通期 133,000 23.2 3,400 80.0 2,500 107.6 1,300 41.5 16.24



(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きの対象外であります。なお、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きは終了しております。 

※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の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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

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1Q 400,355,919 株 24年3月期 400,355,919 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 197,480 株 24年3月期 196,531 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 400,158,485 株 24年3月期1Q 351,934,654 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、長引く円高やデフレ傾向など、依然として厳しい状況にある

ものの、個人消費や震災復興需要等を背景とした企業の設備投資や生産活動には緩やかな回復傾向がみられまし

た。 

建設業界におきましては、公共投資は前年度に引き続き震災復興関連による社会資本整備事業を中心に増加傾

向となり、民間投資についても、被災した設備の修復や建替え需要などにより、堅調に推移いたしました。

当社グループの業績については、受注高は247億円（前年同四半期比50.2％減）、売上高は208億円（前年同四

半期比8.2％増）、営業損失は６億円（前年同四半期 営業損失３億円）、経常損失９億円（前年同四半期 経常損

失５億円）、四半期純損失は９億円（前年同四半期 四半期純損失２億円）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引き渡しが第４

四半期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間における売上高に比べ、第４四半期連結会

計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。なお、（  ）内表示額は前年同四半期実績であります。 

（国内土木事業） 

国内土木事業の受注高は140億円（216億円）、売上高は109億円（86億円）、セグメント損失は３億円（損失３

億円）となりました。 

  

（国内建築事業） 

国内建築事業の受注高は84億円（58億円）、売上高は65億円（78億円）、セグメント損失は３億円（損失２億

円）となりました。 

  

（海外建設事業） 

海外建設事業の受注高は20億円（218億円）、売上高は31億円（23億円）、セグメント損失は８千万円（利益２

億円）となりました。 

  

（不動産事業） 

不動産事業の売上高は１億円（３億円）、セグメント利益は７千万円（利益８千万円）となりました。 

  

（その他事業） 

その他事業は、損害保険代理店業、物品の販売・リース業などであり、売上高は３千万円（３千万円）、セグ

メント利益は90万円（損失６百万円）となりました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより前連結会計年度

末に比べ114億円減少した994億円となりました。   

  負債の部は短期借入金の減少などにより前連結会計年度末に比べ100億円減少した779億円となりました。 

   純資産の部は四半期純損失を計上したこと及び期末配当を実施したことなどにより14億円減少した214億円とな 

 りました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成24年５月21日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の連結業績予

想に変更はありません。 

   

   

 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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 29,909 28,913

受取手形・完成工事未収入金等 33,461 21,829

未成工事支出金 2,727 4,192

販売用不動産 134 134

その他 8,346 8,467

貸倒引当金 △13 △102

流動資産合計 74,564 63,434

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,228 14,201

機械、運搬具及び工具器具備品 18,222 18,299

土地 23,402 23,403

建設仮勘定 384 464

減価償却累計額 △24,755 △24,989

有形固定資産合計 31,482 31,379

無形固定資産 173 168

投資その他の資産   

投資有価証券 2,433 2,226

その他 2,618 2,591

貸倒引当金 △361 △360

投資その他の資産合計 4,691 4,457

固定資産合計 36,347 36,004

資産合計 110,911 99,439
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 33,189 29,146

短期借入金 10,850 6,316

未成工事受入金 15,657 14,339

引当金 897 1,268

その他 8,303 7,528

流動負債合計 68,898 58,600

固定負債   

長期借入金 11,074 11,326

退職給付引当金 4,455 4,561

引当金 24 20

その他 3,492 3,432

固定負債合計 19,047 19,340

負債合計 87,946 77,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,683 10,683

資本剰余金 2,490 2,490

利益剰余金 6,459 5,142

自己株式 △13 △13

株主資本合計 19,619 18,302

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106 51

繰延ヘッジ損益 － △100

土地再評価差額金 2,626 2,626

為替換算調整勘定 △75 △63

その他の包括利益累計額合計 2,657 2,513

少数株主持分 688 681

純資産合計 22,965 21,498

負債純資産合計 110,911 99,439
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 18,891 20,665

兼業事業売上高 354 150

売上高合計 19,246 20,815

売上原価   

完成工事原価 17,737 19,763

兼業事業売上原価 217 30

売上原価合計 17,955 19,793

売上総利益   

完成工事総利益 1,154 902

兼業事業総利益 137 119

売上総利益合計 1,291 1,021

販売費及び一般管理費 1,622 1,715

営業損失（△） △331 △693

営業外収益   

受取利息 3 7

受取配当金 12 13

保険差益 － 11

その他 20 4

営業外収益合計 36 36

営業外費用   

支払利息 134 115

為替差損 29 116

その他 100 101

営業外費用合計 264 332

経常損失（△） △559 △990

特別利益   

受取補償金 － 48

転身支援引当金戻入額 179 －

特別利益合計 179 48

特別損失   

投資有価証券評価損 1 103

災害による損失 67 －

その他 － 0

特別損失合計 68 103

税金等調整前四半期純損失（△） △448 △1,045

法人税、住民税及び事業税 49 39

法人税等調整額 △238 △150

法人税等合計 △188 △110

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △259 △934

少数株主損失（△） △35 △17

四半期純損失（△） △223 △916
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △259 △934

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48 △63

繰延ヘッジ損益 － △100

為替換算調整勘定 9 31

その他の包括利益合計 △39 △132

四半期包括利益 △298 △1,067

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △265 △1,060

少数株主に係る四半期包括利益 △33 △6
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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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業及び物品の

販売・リース事業等を含んでおります。 

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１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保険代理店業及び物品の

販売・リース事業等を含んでおります。 

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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
         
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内  
土木 

国内 
建築 

海外  
建設 

不動産 計

売上高                   

外部顧客への売

上高 
 8,621  7,872  2,398  322  19,214  32  19,246  －  19,246

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 16  91  －  32  140  7  148  △148  －

計  8,637  7,964  2,398  354  19,355  40  19,395  △148  19,246

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △393  △240  224  85  △324  △6  △331  －  △331

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
         
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内  
土木 

国内 
建築 

海外  
建設 

不動産 計

売上高                   

外部顧客への売

上高 
 10,909  6,583  3,172  118  20,784  31  20,815  －  20,815

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 10  32  －  31  74  14  88  △88  －

計  10,919  6,616  3,172  149  20,858  45  20,904  △88  20,815

セグメント利益 

又は損失（△） 
 △318  △363  △88  76  △694  0  △693  －  △693
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四半期個別受注の概況  

  

（１）平成25年３月期第１四半期の個別受注実績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額であります。 

   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。 

  

（２）受注実績内訳 

  

４．補足情報

   受注高 

 平成25年３月期第１四半期     百万円    ％ 19,354 △59.5

 平成24年３月期第１四半期     百万円        ％ 47,805 199.9

 区   分  

       前第１四半期 

  （自  平成23年４月１日 

   至 平成23年６月30日）

       当第１四半期 

  （自  平成24年４月１日 

   至 平成24年６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（％）

    国内官公庁  18,406  38.5  8,353  43.2  △10,053  △54.6

   土  国 内 民 間  1,889  4.0  1,649  8.5  △239  △12.7

  木 海 外  20,794  43.5  79  0.4  △20,714  △99.6

建    計  41,090  85.9  10,082  52.1  △31,007  △75.5

    国内官公庁  1,659  3.5  1,383  7.1  △275  △16.6

 設  建 国 内 民 間  3,983  8.4  6,881  35.6  2,898  72.8

  築 海 外  763  1.6  900  4.7  137  18.0

 事     計  6,406  13.4  9,166  47.4  2,760  43.1

    国内官公庁  20,065  42.0  9,737  50.4  △10,328  △51.5

 業  合 国 内 民 間  5,872  12.3  8,530  44.1  2,658  45.3

  計 海 外  21,558  45.1  980  5.0  △20,577  △95.5

     計  47,496  99.4  19,249  99.5  △28,247  △59.5

 不動産事業  309  0.6  105  0.5  △203  △65.8

 合   計  47,805  100.0  19,354  100.0  △28,450  △59.5
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（３）平成25年３月期の個別建設受注予想 

（注）①パーセント表示は、前年実績比増減率であります。  

   ②不動産事業は含めておりません。 

  

（４）平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
  

                        （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

   平成24年６月28日開催の第90回定時株主総会において、平成24年10月１日を効力発生日として当社の発行する普 

   通株式の５株を１株に併合する旨が承認可決されております。これに関し、１株当たり当期純利益は併合後の発 

   行済株式総数を基に算出しており、配当予想は１円から５円とする旨の修正開示を平成24年５月21日に行ってお 

   ります。  

  

   通  期 

 平成25年３月期予想     百万円      ％ 105,000 △30.7

 平成24年３月期実績      百万円        ％ 151,428 79.0

   

  

  
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 

  

第２四半期(累計) 

  百万円   ％ 

   52,000  23.3 

    百万円   ％ 

     500   14.2 

   百万円   ％

     100  △40.7

    百万円   ％ 

       100 △37.9 

   円 銭

1.25 

通期   123,000  23.5    3,100   87.1    2,300   115.9     1,200   42.0  14.99 
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