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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 8,771 21.1 △200 ― 31 ― △57 ―
25年3月期第2四半期 7,240 2.9 △290 ― △381 ― △503 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 234百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △724百万円 （―％）

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 △2.01 ―
25年3月期第2四半期 △17.63 ―

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

26年3月期第2四半期 27,160 21,554 79.4 754.44
25年3月期 27,439 21,407 78.0 749.31
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  21,554百万円 25年3月期  21,407百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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 18,500 8.1 △165 ― △33 ― △165 ― △5.77



(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報告書レビューの手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを終了しております。 

※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きましては、四半
期決算短信【添付資料】P．２「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  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 30,846,400 株 25年3月期 30,846,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,276,964 株 25年3月期 2,276,662 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 28,569,535 株 25年3月期2Q 28,570,237 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、昨年末に発足した新政権による経済政策への大きな期待感を

背景に、円高の是正と株価の上昇により輸出企業を中心に収益の改善が見られ、景気は持ち直しの兆しが見えて来

ました。 

 この間、建設業界におきましては、震災復興関連事業の本格化と補正予算の執行等により、政府関連投資は堅調

に推移しましたが、民間投資に関しては回復基調にはあるものの、受注競争の激化とともに資材費、労務費の高騰

により依然として厳しい状況にありました。 

 かかるなか、当社は、新中期３ケ年計画（平成24年3月期～平成26年3月期）に基づいて具体的施策①「選択と集

中による受注拡大」、②「収益力の向上」、③「事業領域の拡大」により目標達成に向けて取り組んでまいりまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績としては、売上高87億71百万円（前年同四半期比15億30百万円の

増）、営業損失２億円（前年同四半期は２億90百万円の損失）、経常利益は31百万円（前年同四半期は３億81百万

円の損失）、四半期純損失は57百万円（前年同四半期は５億３百万円の損失）となりました。 

 なお、当社グループは、売上高に占める公共事業の割合が高く、上半期に比べ下半期に工事の完成が集中する傾

向から、業績の管理につきましては、年度末の業績を主眼としております。    

   

（２）財政状態に関する説明 

 (資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて２億79百万円減少し、271億60百万 

 円となりました。その主な要因といたしまして、投資有価証券及び受取手形・完成工事未収入金等が増加しまし

 たが現金及び預金並びに有価証券が減少したこと等によります。    

     (負債） 

     負債の残高は、前連結会計年度末に比べて4億25百万円減少し、56億6百万円となりました。その主な要因とい 

    たしまして、未成工事受入金が増加しましたが、未払法人税等、工事損失引当金及び流動負債のその他の未払金

    が減少したこと等によります。 

    (純資産） 

     純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1億46百万円増加し、215億54百万円となりました。その主な要因

    といたしまして、その他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。 

    この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は79.4%となり、前連結会計年度末と比べて1.4ポイント

    の上昇となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当社は平成25年５月15日の平成25年３月期の決算短信において公表いたしました平成26年３月期（通期累計）の

業績を、海外現地法人 JAFEC USA,INC. の業績が予想以上に低調に推移したことにより修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成25年11月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 なお、修正後の連結業績予想額および対計画差額は、次のとおりを見込んでおります。 

  

   受注高          19,500百万円（当初計画比  1,500百万円減） 

   売上高          18,500百万円（当初計画比  3,000百万円減） 

   営業利益        △165百万円（当初計画比    285百万円減） 

   経常利益          △33百万円（当初計画比    263百万円減） 

   当期純利益      △165百万円（当初計画比    325百万円減） 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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   

現金及び預金 7,437,822 7,084,167

受取手形・完成工事未収入金等 5,095,621 5,730,325

有価証券 2,296,044 1,200,039

未成工事支出金 760,137 1,194,203

材料貯蔵品 75,714 86,460

その他 256,506 167,673

貸倒引当金 △12,004 △12,704

流動資産合計 15,909,841 15,450,165

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,298,576 1,251,294

土地 2,611,528 2,579,618

建設仮勘定 43,695 100,371

その他（純額） 1,100,926 1,080,871

有形固定資産合計 5,054,727 5,012,157

無形固定資産   

のれん 173,411 151,785

その他 152,239 143,974

無形固定資産合計 325,651 295,759

投資その他の資産   

投資有価証券 4,939,658 5,364,188

その他 1,279,037 1,104,694

貸倒引当金 △69,157 △66,297

投資その他の資産合計 6,149,539 6,402,585

固定資産合計 11,529,917 11,710,502

資産合計 27,439,759 27,160,668

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,459,551 3,457,354

未払法人税等 85,509 40,612

未成工事受入金 280,877 437,012

完成工事補償引当金 26,000 28,000

賞与引当金 97,400 77,600

工事損失引当金 113,753 29,576

その他 854,739 445,225

流動負債合計 4,917,833 4,515,380

固定負債   

退職給付引当金 618,175 618,500

その他 496,015 472,762

固定負債合計 1,114,190 1,091,263

負債合計 6,032,023 5,606,644



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,907,978 5,907,978

資本剰余金 5,512,143 5,512,143

利益剰余金 13,177,940 13,032,259

自己株式 △885,567 △885,662

株主資本合計 23,712,494 23,566,718

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 77,627 313,738

土地再評価差額金 △2,318,125 △2,315,444

為替換算調整勘定 △64,260 △10,988

その他の包括利益累計額合計 △2,304,759 △2,012,693

純資産合計 21,407,735 21,554,024

負債純資産合計 27,439,759 27,160,668



（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：千円）

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   

完成工事高 7,240,683 8,771,517

売上原価   

完成工事原価 6,447,653 7,860,722

売上総利益   

完成工事総利益 793,030 910,794

販売費及び一般管理費 1,083,420 1,111,152

営業損失（△） △290,389 △200,357

営業外収益   

受取利息 29,156 27,414

受取配当金 20,362 40,450

為替差益 － 128,268

その他 26,343 39,176

営業外収益合計 75,862 235,310

営業外費用   

支払利息 2,503 1,832

支払手数料 1,125 918

為替差損 160,646 －

その他 2,304 559

営業外費用合計 166,580 3,310

経常利益又は経常損失（△） △381,107 31,641

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,280

固定資産売却益 － 600

特別利益合計 － 2,880

特別損失   

投資有価証券評価損 2,988 －

投資有価証券売却損 16,660 49,100

減損損失 － 4,699

その他 － 726

特別損失合計 19,648 54,526

税金等調整前四半期純損失（△） △400,756 △20,004

法人税、住民税及び事業税 22,103 35,090

法人税等調整額 80,968 2,196

法人税等合計 103,072 37,286

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △503,828 △57,290

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △503,828 △57,290



（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：千円）

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損失（△） △503,828 △57,290

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △207,749 236,111

土地再評価差額金 － 2,681

為替換算調整勘定 △12,759 53,272

その他の包括利益合計 △220,508 292,065

四半期包括利益 △724,337 234,775

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △724,337 234,775

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △400,756 △20,004

減価償却費 190,420 207,883

減損損失 － 4,699

のれん償却額 21,676 21,626

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,776 △2,159

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,833 325

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,620 △19,800

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,000 2,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 38,851 △84,177

受取利息及び受取配当金 △49,519 △67,865

支払利息 2,503 1,832

投資有価証券売却損益（△は益） 16,660 46,819

投資有価証券評価損益（△は益） 2,988 －

複合金融商品評価損益（△は益） △6,203 △1,403

為替差損益（△は益） 156,134 △128,268

有形固定資産売却損益（△は益） △911 △7,678

売上債権の増減額（△は増加） 914,382 △631,701

未成工事支出金の増減額（△は増加） △396,594 △434,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △75 △10,746

仕入債務の増減額（△は減少） △1,122,392 △1,594

未成工事受入金の増減額（△は減少） 162,655 156,134

その他 33,925 △86,200

小計 △465,245 △1,054,342

法人税等の支払額 △13,942 △78,182

営業活動によるキャッシュ・フロー △479,187 △1,132,525

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 △340,446 －

定期預金の払戻による収入 221,211 3,139,246

有価証券の取得による支出 △1,799,417 △1,501,801

有価証券の売却及び償還による収入 2,801,249 1,600,487

有形固定資産の取得による支出 △233,130 △248,687

有形固定資産の売却による収入 21,242 87,929

無形固定資産の取得による支出 △39,589 △14,380

投資有価証券の取得による支出 △1,518,426 △826,358

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,202,871 652,810

貸付けによる支出 △6,500 △4,550

貸付金の回収による収入 12,719 16,796

利息及び配当金の受取額 44,273 73,045

その他 △5,666 87,963

投資活動によるキャッシュ・フロー 360,390 3,062,500



（単位：千円）

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） － 22,296

長期借入金の返済による支出 △26,663 △19,152

リース債務の返済による支出 △20,261 △21,143

自己株式の取得による支出 △101 △95

配当金の支払額 △85,711 △85,709

利息の支払額 △2,503 △1,832

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,241 △105,636

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,261 △32,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △246,777 1,791,667

現金及び現金同等物の期首残高 4,824,894 5,051,287

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,578,116 6,842,955



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

工種別受注高                                    (単位：百万円）   

  

  

  

   

（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）

４．補足情報

（１）生産、受注および販売の状況

  

      区 分         

      

  

前第２四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

平成24年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 

(平成25年４月１日から 

平成25年９月30日まで) 

     比較増減 

金 額  構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額  増減率(%) 

 法 面 保 護 工 事 1,557 18.2 1,877 18.1 319 20.5 

 ダ ム 基 礎 工 事 1,320 15.5 133 1.3 △1,187 △89.9 

 ア ン カ ー 工 事 1,347 15.8 1,696 16.4 349 25.9 

 重  機  工  事 1,301 15.3 2,461 23.8 1,160 89.1 

 注  入  工  事 1,275 14.9 1,389 13.4 114 8.9 

 維 持 修 繕 工 事 171 2.0 490 4.7 319 186.8 

 環 境 保 全 工 事 274 3.2 96 0.9 △177 △64.7 

 そ の 他 土 木 工 事 903 10.6 1,592 15.4 689 76.3 

 建設コンサル・地質調査 385 4.5 626 6.0 241 62.8 

 合   計 8,535 100.0 10,365 100.0 1,829 21.4 
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