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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 6,283 0.4 △2,643 ― △2,665 ― △1,810 ―
24年3月期第1四半期 6,258 △10.2 △2,684 ― △2,467 ― △1,758 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △2,090百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △1,814百万円 （―％）

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 △23.99 ―
24年3月期第1四半期 △22.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 65,241 40,960 62.4
24年3月期 79,371 43,505 54.5
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 40,728百万円 24年3月期 43,248百万円

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

24年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

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
当社グループは、官公庁および電力会社を主な顧客としており、売上高は下半期に集中する事業特性を有しているため、第２四半期連結累計期間業績予想を
公表しておりません。

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 68,400 3.7 3,300 8.9 3,400 2.2 1,650 16.2 21.86



(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 ： 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。

(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 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
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 86,656,510 株 24年3月期 86,656,510 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 11,171,181 株 24年3月期 11,170,244 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 75,485,609 株 24年3月期1Q 79,449,545 株
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重要な子会社の異動はありません。

原価差異の繰延処理

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期末日までにほぼ解

消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰り延べております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。これによる損益への影響は軽微であります。

１．サマリー情報(注記事項)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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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

現金及び預金 5,917 8,085

受取手形及び売掛金 30,084 7,404

有価証券 4 294

商品及び製品 42 42

仕掛品 6,379 10,768

原材料及び貯蔵品 148 151

その他 2,550 3,943

貸倒引当金 △41 △30

流動資産合計 45,087 30,660

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,360 8,260

土地 13,962 13,962

その他（純額） 1,008 1,138

有形固定資産合計 23,331 23,361

無形固定資産

のれん 927 850

その他 430 439

無形固定資産合計 1,358 1,290

投資その他の資産

投資有価証券 7,745 7,948

その他 2,031 2,163

貸倒引当金 △181 △181

投資その他の資産合計 9,594 9,929

固定資産合計 34,284 34,581

資産合計 79,371 65,241

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,851 2,146

短期借入金 12,000 100

1年内返済予定の長期借入金 118 118

未払法人税等 1,034 137

前受金 5,530 9,668

賞与引当金 1,666 851

役員賞与引当金 67 －

工事損失引当金 90 115

災害損失引当金 12 12

事業構造改善引当金 31 29

その他 3,750 5,430

流動負債合計 30,152 18,610
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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)

固定負債

長期借入金 79 49

退職給付引当金 3,379 3,441

役員退職慰労引当金 92 71

環境対策引当金 57 57

資産除去債務 51 49

負ののれん 14 10

その他 2,039 1,991

固定負債合計 5,713 5,671

負債合計 35,866 24,281

純資産の部

株主資本

資本金 7,393 7,393

資本剰余金 6,131 6,131

利益剰余金 33,629 31,367

自己株式 △3,387 △3,387

株主資本合計 43,767 41,505

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △517 △756

繰延ヘッジ損益 △0 39

為替換算調整勘定 △0 △60

その他の包括利益累計額合計 △519 △777

少数株主持分 256 231

純資産合計 43,505 40,960

負債純資産合計 79,371 65,241
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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)

売上高 6,258 6,283

売上原価 5,397 5,315

売上総利益 860 967

販売費及び一般管理費 3,544 3,610

営業損失（△） △2,684 △2,643

営業外収益

受取利息 21 2

受取配当金 103 83

投資有価証券償還益 161 －

その他 43 17

営業外収益合計 329 103

営業外費用

支払利息 8 8

為替差損 74 115

その他 29 2

営業外費用合計 112 126

経常損失（△） △2,467 △2,665

特別損失

投資有価証券売却損 243 －

特別損失合計 243 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,710 △2,665

法人税、住民税及び事業税 88 125

法人税等調整額 △1,027 △962

法人税等合計 △938 △836

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,772 △1,828

少数株主損失（△） △13 △17

四半期純損失（△） △1,758 △1,810

少数株主損失（△） △13 △17

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,772 △1,828

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42 △239

繰延ヘッジ損益 0 40

為替換算調整勘定 △0 △61

その他の包括利益合計 △42 △261

四半期包括利益 △1,814 △2,090

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,800 △2,069

少数株主に係る四半期包括利益 △14 △20
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（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)

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（△） △2,710 △2,665

減価償却費 230 215

のれん償却額 74 73

投資有価証券売却損益（△は益） 217 －

投資有価証券償還損益（△は益） △161 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △825 △814

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △1

受取利息及び受取配当金 △125 △86

支払利息 8 8

為替差損益（△は益） 12 50

売上債権の増減額（△は増加） 18,206 22,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,079 △4,391

仕入債務の増減額（△は減少） △2,951 △3,713

前受金の増減額（△は減少） 3,069 4,111

未払消費税等の増減額（△は減少） △323 △227

その他 1,091 896

小計 11,737 16,231

利息及び配当金の受取額 100 42

利息の支払額 △10 △10

法人税等の支払額 △450 △1,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,376 15,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △101 △279

無形固定資産の取得による支出 △19 △36

投資有価証券の取得による支出 △308 △0

投資有価証券の売却及び償還による収入 897 －

その他 9 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 477 △326

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） △8,000 △11,900

長期借入金の返済による支出 △29 △29

リース債務の返済による支出 △14 △11

自己株式の取得による支出 △30 △0

配当金の支払額 △672 △476

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,750 △12,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,090 2,405

現金及び現金同等物の期首残高 5,156 5,922

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 37

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,246 8,365
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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)

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)

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

（注）「その他」の区分は収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のものでありま

す。

２．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及び包括利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)

（４）継続企業の前提に関する注記

（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）

合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

国内建設
コンサル
タント事業

海外建設
コンサル
タント事業

電力事業
不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

2,169 1,801 1,880 317 6,168 90 6,258 ─ 6,258

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

76 ― 35 32 144 0 145 △145 ─

計 2,246 1,801 1,915 349 6,312 91 6,403 △145 6,258

セグメント利益
又は損失（△）

△2,116 △384 △268 213 △2,556 86 △2,470 2 △2,467

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △2,556

「その他」の区分の利益又は損失（△） 86

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益又は経
常損失（△）

△2,467
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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)

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

（注）「その他」の区分は収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のものでありま

す。

２．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及び包括利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)

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)

該当事項はありません。

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
（注）

合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

国内建設
コンサル
タント事業

海外建設
コンサル
タント事業

電力事業
不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

1,364 1,982 2,622 280 6,250 32 6,283 ― 6,283

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

62 0 35 31 129 0 129 △129 ―

計 1,426 1,983 2,657 311 6,379 33 6,412 △129 6,283

セグメント利益
又は損失（△）

△2,354 △414 △23 219 △2,573 △101 △2,674 9 △2,665

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △2,573

「その他」の区分の利益又は損失（△） △101

セグメント間取引消去 9

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益又は経
常損失（△）

△2,665

（６）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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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

期 別 前年同四半期 当四半期

(参考)前期
(平成24年３月期)

平成24年３月期 平成25年３月期

第1四半期連結累計期間 第1四半期連結累計期間

区 分
金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

受
注
高

国内建設コンサルタント事業 10,198 59.4 11,161 56.4 37,581 54.3

海外建設コンサルタント事業 4,037 23.5 (注1)6,322 31.9 19,662 28.4

電力事業 2,934 17.1 2,309 11.7 11,990 17.3

不動産賃貸事業 － － －

その他 5 0.0 8 0.0 33 0.0

合計 17,176 100.0 19,801 100.0 69,268 100.0

売
上
高
１

国内建設コンサルタント事業 2,264 36.2 1,404 22.3 36,453 55.3

海外建設コンサルタント事業 1,857 29.7 2,021 32.2 17,622 26.7

電力事業 1,819 29.1 2,576 41.0 10,662 16.2

不動産賃貸事業 317 5.0 280 4.5 1,192 1.8

その他 0 0.0 0 0.0 14 0.0

合計 6,258 100.0 6,283 100.0 65,945 100.0

売
上
高
２

国内建設コンサルタント事業 2,169 34.7 1,364 21.7 34,422 52.2

海外建設コンサルタント事業 1,801 28.8 1,982 31.6 16,325 24.8

電力事業 1,880 30.0 2,622 41.7 12,932 19.6

不動産賃貸事業 317 5.1 280 4.5 1,192 1.8

その他 90 1.4 32 0.5 1,071 1.6

合計 6,258 100.0 6,283 100.0 65,945 100.0

期 別 前年同四半期 当四半期

(参考)前期
(平成24年３月期)平成24年３月期 平成25年３月期

第1四半期連結会計期間末 第1四半期連結会計期間末

区 分
金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

受
注
残
高

国内建設コンサルタント事業 19,226 32.1 22,177 33.1 12,420 23.4

海外建設コンサルタント事業 34,087 56.9 38,248 57.1 33,948 63.9

電力事業 6,553 10.9 6,498 9.7 6,766 12.7

不動産賃貸事業 － － －

その他 5 0.1 28 0.1 20 0.0

合計 59,872 100.0 66,953 100.0 53,154 100.0

(注)1.当第１四半期連結会計期間より連結子会社としたNIPPON KOEI INDIA PVT. LTD.の連結開始時の受注残
638百万円を含めております。

    2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

    3.上記の金額は外部顧客に対するもので、セグメント間の内部取引および振替高は含まれておりません。

    4.売上高１ は受注セグメント別、売上高２ は業務実施セグメント別に集計しております。
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