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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 82,804 △10.5 2,719 59.2 1,926 88.0 972 75.6
23年3月期第2四半期 92,489 △3.6 1,707 △8.8 1,024 △20.2 553 2.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 668百万円 （584.2％） 23年3月期第2四半期 97百万円 （―％）

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 9.40 6.56
23年3月期第2四半期 5.14 3.74

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

24年3月期第2四半期 122,608 29,465 24.0 185.98
23年3月期 141,150 29,065 20.6 179.62
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  29,415百万円 23年3月期  29,010百万円

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  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる優先株式（非上場）の配当の状況につきましては、 
「5．優先株式の配当の状況」をご覧ください。 

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） ― 1.50 1.50

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  ：  有  
平成23年3月期決算発表時（平成23年5月13日）に開示した平成24年3月期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）の業績予想を、上記のとおり修正していま
す。詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 184,000 △6.5 5,100 28.2 3,600 35.6 1,800 15.4 15.72



(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  
（注）詳細は、【添付資料】3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】3ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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、【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   ：  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   ：  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 100,000,000 株 23年3月期 100,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,214,531 株 23年3月期 1,172,112 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 98,793,518 株 23年3月期2Q 98,855,290 株



 

 

5．優先株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる優先株式（非上場）に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

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 

第Ⅰ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 83. 28 83. 28 

24 年 3 月期 ― ―  

24 年 3 月期（予想）  ― 78. 80 78. 80 

第Ⅱ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 93. 28 93. 28 

24 年 3 月期 ― ―  

24 年 3 月期（予想）  ― 88. 80 88. 80 

第Ⅲ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 103. 28 103. 28 

24 年 3 月期 ― ―  

24 年 3 月期（予想）  ― 98. 80 98. 80 

第Ⅳ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

23 年 3 月期 ― ― ― 98. 28 98. 28 

24 年 3 月期 ― ―  

24 年 3 月期（予想）  ― 93. 80 93. 80 
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㈱間組（1719）平成24年3月期第2四半期　決算短信



 

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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により引き続き厳しい状況にある

ものの、震災で寸断されていたサプライチェーンの立て直しが進み、鉱工業生産や企業の業況判断など一部の

経済指標には持ち直しの動きが見られました。しかし、今後については、補正予算等の政策効果が期待される

ものの、電力供給問題の長期化や、ギリシャの財政危機が及ぼす国際金融資本市場への影響、欧米諸国の景気

減速、為替・株価の変動等により、先行きが不透明な状況にあります。 

当社グループの主たる事業である建設産業におきましては、補正予算による震災復旧・復興関連事業の本格

化など、政府建設投資の底上げ効果が見込まれますが、民間建設投資は低水準のまま推移し、また、建設技能

労働者の人手不足が深刻化するなど、依然厳しい経営環境が続いています。 

こうした状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高828億円（前年同四半期

924億円、前年同四半期比10.5％減少）、営業利益27億円（前年同四半期17億円、前年同四半期比59.2％増加）、

経常利益19億円（前年同四半期10億円、前年同四半期比88.0％増加）、四半期純利益は９億円（前年同四半期

５億円、前年同四半期比75.6％増加）となりました。 

事業のセグメント別の業績につきましては、次のとおりです。 

（土木事業） 

売上高は 351 億円（前年同四半期比 16.0％減少）、営業利益は 24 億円（前年同四半期比 87.2％増加）とな

りました。 

（建築事業） 

売上高は 397 億円（前年同四半期比 8.2％減少）、営業利益は６億円（前年同四半期比 11.7％減少）となり

ました。 

（グループ事業） 

売上高は 74 億円（前年同四半期比 3.8％増加）、営業利益は２億円（前年同四半期比 13.2％減少）となりま

した。 

（その他） 

売上高は４億円（前年同四半期比 249.1％増加）、営業利益は 28 百万円（前年同四半期比 91.2％増加）とな

りました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産の部では、現金預金及び受取手形・完成工事未収入金等などが減少し、負債の部では支払手形・工事未

払金等などが減少しました。その結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より185

億円減少し1,226億円となり、負債は、前連結会計年度末より189億円減少し931億円となりました。純資産は、

利益剰余金の増加などにより前連結会計年度末より４億円増加し294億円となり、自己資本比率は前連結会計

年度末に比べ3.4ポイント増加し、24.0％となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権の回収などに伴う資金の増加があったものの、仕入債務の減少などにより、87 億円のマイナス（前

年同四半期は 51 億円のマイナス）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産の売却などにより 0.9 億円のプラス（前年同四半期は４億円のプラス）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

短期借入金の増加などにより１億円のプラス（前年同四半期は 56 億円のプラス）となりました。 

以上により、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、期首残高と比較して 87 億円減少

し、263 億円となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績動向等を踏まえ、平成23年３月期決算発表時（平成23年５月13日）に開示した平成24年３月期の

業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日開示しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定してお

ります。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平

成 22 年６月 30 日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第４号 平成 22 年６月 30 日）の適用により、潜在株式調整後１株当たり純利益金額の算定方法を変更し

ております。 

なお、この変更を適用しなかった場合の前第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益の金額に変動はありません。 
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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 35,021 26,317

受取手形・完成工事未収入金等 53,672 45,236

未成工事支出金 5,332 7,104

繰延税金資産 3,966 3,978

その他 10,616 7,982

貸倒引当金 △298 △256

流動資産合計 108,310 90,361

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,948 13,947

その他（純額） 6,301 6,176

有形固定資産合計 20,249 20,124

無形固定資産 262 242

投資その他の資産   

投資有価証券 5,742 5,449

繰延税金資産 3,801 3,801

その他 2,964 2,736

貸倒引当金 △181 △108

投資その他の資産合計 12,327 11,879

固定資産合計 32,839 32,246

資産合計 141,150 122,608
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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 60,925 45,139

短期借入金 13,406 15,713

未成工事受入金 7,915 7,749

完成工事補償引当金 282 295

賞与引当金 210 214

工事損失引当金 1,802 1,649

災害修繕損失引当金 295 287

その他 14,392 10,595

流動負債合計 99,232 81,645

固定負債   

長期借入金 7,826 5,978

退職給付引当金 4,700 5,133

環境対策引当金 286 286

その他 38 98

固定負債合計 12,852 11,496

負債合計 112,084 93,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,000 12,000

資本剰余金 9,000 9,000

利益剰余金 8,258 8,971

自己株式 △120 △125

株主資本合計 29,137 29,846

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △126 △429

繰延ヘッジ損益 － △1

その他の包括利益累計額合計 △126 △430

新株予約権 54 49

純資産合計 29,065 29,465

負債純資産合計 141,150 122,608
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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   

完成工事高 87,117 76,456

その他の事業売上高 5,371 6,348

売上高合計 92,489 82,804

売上原価   

完成工事原価 80,940 69,716

その他の事業売上原価 4,789 5,752

売上原価合計 85,730 75,468

売上総利益   

完成工事総利益 6,177 6,740

その他の事業総利益 581 595

売上総利益合計 6,758 7,336

販売費及び一般管理費 5,050 4,616

営業利益 1,707 2,719

営業外収益   

受取配当金 54 34

受取保険金及び配当金 77 －

その他 65 18

営業外収益合計 197 52

営業外費用   

支払利息 376 349

為替差損 396 389

その他 107 107

営業外費用合計 880 845

経常利益 1,024 1,926

特別利益   

固定資産売却益 36 55

事業構造改善引当金戻入額 142 －

投資有価証券売却益 91 0

その他 73 7

特別利益合計 344 63

特別損失   

訴訟関連損失 40 56

環境対策引当金繰入額 109 －

災害損失 － 26

その他 28 14

特別損失合計 178 97

税金等調整前四半期純利益 1,191 1,893

法人税等 637 920

少数株主損益調整前四半期純利益 553 972

四半期純利益 553 972
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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 553 972

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △456 △302

繰延ヘッジ損益 － △1

その他の包括利益合計 △456 △303

四半期包括利益 97 668

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 97 668

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

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 1,191 1,893

減価償却費 318 313

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68 △79

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,646 432

受取利息及び受取配当金 △62 △42

支払利息 376 349

為替差損益（△は益） 253 183

投資有価証券売却損益（△は益） △91 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 9 5

有形固定資産売却損益（△は益） △24 △52

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △916 －

災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） － △7

売上債権の増減額（△は増加） 1,375 8,435

未成工事支出金の増減額（△は増加） 244 △1,772

立替金の増減額（△は増加） 528 3,028

仕入債務の増減額（△は減少） 497 △15,786

未成工事受入金の増減額（△は減少） △4,082 △165

預り金の増減額（△は減少） △3,706 △1,508

未払消費税等の増減額（△は減少） △413 △2,348

その他 1,804 △988

小計 △4,413 △8,109

利息及び配当金の受取額 73 48

利息の支払額 △403 △377

法人税等の支払額 △404 △357

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,148 △8,796

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △21 △18

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 513 21

有形固定資産の取得による支出 △103 △88

有形固定資産の売却による収入 64 31

貸付けによる支出 △32 △1

貸付金の回収による収入 22 5

その他 30 141

投資活動によるキャッシュ・フロー 474 91
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（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) 

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） 4,400 950

長期借入れによる収入 3,150 3,233

長期借入金の返済による支出 △1,650 △3,725

配当金の支払額 △279 △259

その他 △11 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,608 182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △253 △182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 681 △8,704

現金及び現金同等物の期首残高 29,545 35,021

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,227 26,317
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報等 

（セグメント情報） 
 
Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 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） 

報告セグメント 

 
土木事業 建築事業

グループ
事業 

合計 

 
その他 
(注１) 

合計 
 

調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

売上高   

外部顧客への売上高 41,878 43,308 7,184 92,371 117 92,489 ― 92,489

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― 13,494 13,494 0 13,495 △13,495 ―

計 41,878 43,308 20,679 105,866 117 105,984 △13,495 92,489

セグメント利益 1,323 727 245 2,296 15 2,311 △603 1,707

(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、調査・研究受託業務等を含んでい

ます。 

２ セグメント利益の調整額△603 百万円には、セグメント間取引消去及びその他 47 百万円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△651 百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費です。 

３ セグメント利益は、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。 

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 
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Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成 23 年４月１日 至平成 23 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） 

報告セグメント 

 
土木事業 建築事業

グループ
事業 

合計 

 
その他 
(注１) 

合計 
 

調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

売上高   

外部顧客への売上高 35,177 39,757 7,458 82,394 410 82,804 ― 82,804

セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― 12,585 12,585 0 12,585 △12,585 ―

計 35,177 39,757 20,043 94,979 410 95,389 △12,585 82,804

セグメント利益 2,477 642 213 3,332 28 3,361 △641 2,719

(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、調査・研究受託業務等を含んでい

ます。 

２ セグメント利益の調整額△641 百万円には、セグメント間取引消去及びその他 26 百万円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△668 百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費です。 

３ セグメント利益は、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。 

 
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 平成 24 年３月期 第２四半期累計期間実績および通期見通し 

１．個 別                                     (単位：百万円、単位未満切捨） 

当第２四半期累計期間 

（平成23年9月） 

今 期 通 期 

(平成24年3月) 

 

項            目 

前第２四半期 

累計期間実績 

(平成22年9月) 8月修正予想 実績 

前期実績 

(平成23年3月) 
期初予想 今回予想 

 土  木  工  事 ２６，４３５ ２９，２００ ３１，１９６ ６１，５２０ ７０，０００ ８０，０００

 建  築  工  事 ４０，８９８ ４６，０００ ４７，１８３ ８０，１３３ ９０，０００ ９０，０００

受 

注 

高 

受  注  高  計  ６７，３３３ ７５，２００ ７８，３７９ １４１，６５３ １６０，０００ １７０，０００

 土  木  工  事 ４１，８７８ ３６，６００ ３５，１７７ ８５，１２６ ７７，２００ ８２，５００

 建  築  工  事 ４３，３０８ ３８，７００ ３９，７５７ ９４，８１３ ８３，９００ ８７，５００

完 

工 

高 

  完  工  高  計 ８５，１８６ ７５，３００ ７４，９３５ １７９，９４０ １６１，１００ １７０，０００

３，４５８ ３，８３０ ４，２８９ ７，２００ ７，３８０ ８，５５０ 土  木  工  事 

(8.3%) (10.5%) (12.2%) (8.5%) (9.6%) (10.4%)

２，６０９ １，９００ ２，４３４ ５，２０９ ４，７２０ ５，０００ 建  築  工  事 

(6.0%) (4.9%) (6.1%) (5.5%) (5.6%) (5.7%)

６，０６８ ５，７３０ ６，７２４ １２，４０９ １２，１００ １３，５５０

完 

工 

総 

利 

益 
 完成工事総利益計 

(7.1%) (7.6%) (9.0%) (6.9%) (7.5%) (8.0%)

   

総   売   上   高 ８５，３０４ ７５，７００ ７５，３４５ １８０，８０５ １６２，２００ １７１，０００

６，０８３ ５，７５０ ６，７５３ １２，４７９ １２，１５０ １３，６００   売  上  総  利  益 

(7.1%) (7.6%) (9.0%) (6.9%) (7.5%) (8.0%)

販売費及び一般管理費 ４，６６９ ４，６００ ４，２７３ ９，２８８ ９，０１０ ９，０１０

１，４１４ １，１５０ ２，４８０ ３，１９０ ３，１４０ ４，５９０   営    業    利    益 

(1.7%) (1.5%) (3.3%) (1.8%) (1.9%) (2.7%)

営  業  外  収  支 ▲６４５ ▲５５０ ▲５４７ ▲１，２８４ ▲１，１００ ▲１，２６０

(金  融  収  支) (▲２７２) (▲８７) (▲７１) (▲６６１) (▲５８０) (▲４４０)

７６９ ６００ １，９３２ １，９０６ ２，０４０ ３，３３０   経    常    利    益 

(0.9%) (0.8%) (2.6%) (1.1%) (1.3%) (1.9%)

特  別  損  益  尻 １３３ ▲５０ ▲５８ ▲８９８ ▲１５０ ▲１５０

９０３ ５５０ １，８７３ １，００７ １，８９０ ３，１８０   税引前当期（四半期） 

純利益 (1.1%) (0.7%) (2.5%) (0.6%) (1.2%) (1.9%)

税 金 費 用 ４９５ ２５０ ８３９ ▲１２２ １，０８０ １，４８０

４０７ ３００ １，０３４ 1，１３０ ８１０ １，７００   当期（四半期）純利益 

(0.5%) (0.4%) (1.4%) (0.6%) (0.5%) (1.0%)

２．連 結 

当第２四半期累計期間 

（平成23年9月） 

今 期 通 期 

(平成24年3月) 

 

項            目 

前第２四半期

累計期間実績 

(平成22年9月) 8月修正予想 実績 

前期実績 

(平成23年3月) 
期初予想 今回予想 

総   売   上   高 ９２，４８９ ８３，０００ ８２，８０４ １９６，７０１ １７６，０００ １８４，０００

販売費及び一般管理費 ５，０５０ ４，９００ ４，６１６ １０，０３０ ９，７００ ９，７００

   営    業    利    益 １，７０７ １，４００ ２，７１９ ３，９７８ ３，７００ ５，１００

 (1.8%) (1.7%) (3.3%) (2.0%) (2.1%) (2.8%)

１，０２４ ７００ １，９２６ ２，６５４ ２，４００ ３，６００   経    常    利    益 

(1.1%) (0.8%) (2.3%) (1.3%) (1.4%) (2.0%)

５５３ ４００ ９７２ １，５６０ ９００ １，８００   当期（四半期）純利益 

(0.6%) (0.5%) (1.2%) (0.8%) (0.5%) (1.0%)

 
- 12 -

㈱間組（1719）平成24年3月期第2四半期　決算短信



 

(2) 当社個別の受注・売上・繰越高 

(建設事業受注高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官公庁 11,581 [52.7] 12,069 [42.1] 487 4.2 38,355 [67.9]

国内土木 民　間 10,388 [47.3] 16,576 [57.9] 6,187 59.6 18,173 [32.1]

計 21,970 32.6 28,645 36.5 6,675 30.4 56,529 39.9 

官公庁 1,511 [4.5] 1,697 [4.3] 185 12.3 5,099 [7.4]

国内建築 民　間 31,874 [95.5] 38,040 [95.7] 6,165 19.3 63,915 [92.6]

計 33,386 49.6 39,737 50.7 6,351 19.0 69,014 48.7 

官公庁 13,093 [23.7] 13,767 [20.1] 673 5.1 43,454 [34.6]

国内合計 民　間 42,262 [76.3] 54,616 [79.9] 12,353 29.2 82,089 [65.4]

計 55,356 82.2 68,383 87.2 13,027 23.5 125,543 88.6 

土　木 4,465 [37.3] 2,550 [25.5] △1,914 △42.9 4,990 [31.0]

海外工事 建　築 7,512 [62.7] 7,445 [74.5] △66 △0.9 11,119 [69.0]

計 11,977 17.8 9,996 12.8 △1,981 △16.5 16,110 11.4 

土　木 26,435 [39.3] 31,196 [39.8] 4,760 18.0 61,520 [43.4]

合　　計 建　築 40,898 [60.7] 47,183 [60.2] 6,285 15.4 80,133 [56.6]

計 67,333 100.0 78,379 100.0 11,046 16.4 141,653 100.0 

至 平成23年９月30日至 平成22年９月30日

前第２四半期累計期間

自 平成22年４月１日
　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

当第２四半期累計期間

自 平成23年４月１日

 

 

 

(建設事業売上高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官公庁 29,928 [81.7] 25,750 [81.4] △4,178 △14.0 60,962 [79.2]

国内土木 民　間 6,720 [18.3] 5,866 [18.6] △854 △12.7 15,975 [20.8]

計 36,649 43.0 31,616 42.2 △5,032 △13.7 76,937 42.8 

官公庁 3,902 [9.9] 1,777 [5.2] △2,124 △54.4 8,637 [10.1]

国内建築 民　間 35,572 [90.1] 32,718 [94.8] △2,854 △8.0 76,724 [89.9]

計 39,474 46.4 34,495 46.0 △4,979 △12.6 85,362 47.4 

官公庁 33,831 [44.4] 27,528 [41.6] △6,302 △18.6 69,600 [42.9]

国内合計 民　間 42,293 [55.6] 38,584 [58.4] △3,708 △8.8 92,700 [57.1]

計 76,124 89.4 66,112 88.2 △10,011 △13.2 162,300 90.2 

土　木 5,229 [57.7] 3,560 [40.4] △1,668 △31.9 8,188 [46.4]

海外工事 建　築 3,833 [42.3] 5,261 [59.6] 1,428 37.3 9,451 [53.6]

計 9,062 10.6 8,822 11.8 △239 △2.6 17,640 9.8 

土　木 41,878 [49.2] 35,177 [46.9] △6,701 △16.0 85,126 [47.3]

合　　計 建　築 43,308 [50.8] 39,757 [53.1] △3,550 △8.2 94,813 [52.7]

計 85,186 100.0 74,935 100.0 △10,251 △12.0 179,940 100.0 

至 平成23年９月30日至 平成22年９月30日

前第２四半期累計期間

自 平成22年４月１日
　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

当第２四半期累計期間

自 平成23年４月１日
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(建設事業繰越高） （単位：百万円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 増減率 金　　額 構成比

官公庁 80,134 [76.7] 62,193 [65.0] △17,940 △22.4 75,873 [76.9]

国内土木 民　間 24,283 [23.3] 33,524 [35.0] 9,240 38.1 22,814 [23.1]

計 104,417 55.9 95,717 56.5 △8,700 △8.3 98,688 59.3 

官公庁 11,893 [18.5] 10,665 [18.0] △1,228 △10.3 10,745 [19.8]

国内建築 民　間 52,511 [81.5] 48,721 [82.0] △3,789 △7.2 43,400 [80.2]

計 64,405 34.5 59,387 35.1 △5,017 △7.8 54,145 32.6 

官公庁 92,027 [54.5] 72,858 [47.0] △19,169 △20.8 86,619 [56.7]

国内合計 民　間 76,794 [45.5] 82,246 [53.0] 5,451 7.1 66,214 [43.3]

計 168,822 90.4 155,104 91.6 △13,717 △8.1 152,834 91.9 

土　木 11,100 [62.1] 7,417 [52.4] △3,683 △33.2 8,693 [64.7]

海外工事 建　築 6,787 [37.9] 6,725 [47.6] △62 △0.9 4,740 [35.3]

計 17,888 9.6 14,143 8.4 △3,745 △20.9 13,434 8.1 

土　木 115,518 [61.9] 103,135 [60.9] △12,383 △10.7 107,382 [64.6]

合　　計 建　築 71,192 [38.1] 66,112 [39.1] △5,079 △7.1 58,886 [35.4]

計 186,711 100.0 169,248 100.0 △17,462 △9.4 166,268 100.0 

　　　　　　　期　別

　区　分

　

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

当第２四半期累計期間

自 平成23年４月１日

至 平成23年９月30日至 平成22年９月30日

前第２四半期累計期間

自 平成22年４月１日

(その他の事業売上高） （単位：百万円）

金　　額 増減率

292 248.5

自 平成23年４月１日

864

至 平成23年９月30日

410

金　　額 金　　額

増　減

前 期 実 績

自 平成22年４月１日

その他の事業 117

　　　　　　　期　別

　項　目
至 平成22年９月30日

金　　額

前第２四半期累計期間

自 平成22年４月１日

至 平成23年３月31日

当第２四半期累計期間

 

 
〔主な受注工事〕  

ニカラグア運輸インフラ省 サンタフェ橋建設計画 

国土交通省関東地方整備局 圏央道市原南地区改良その６工事 

旭化成不動産レジデンス株式会社 （仮称）横浜市港南区大久保３丁目計画新築工事 

Brother Industries Vietnam Ltd. ブラザー工業ベトナム第４工場建設工事 

社会福祉法人健光園 特別養護老人ホーム「健光園あらしやま（仮称）」新築工事 

〔主な完成工事〕  

九州電力株式会社 小丸川発電所新設工事のうち土木本工事（第３工区） 

新潟県 広神ダム本体建設工事 

国土交通省中部地方整備局 平成１９年度 紀勢線始神トンネル工事 

株式会社東京めいらく 平成２３年東京めいらく千葉工場増築工事 

Honda Vietnam Co., Ltd. ホンダベトナム２輪工場増改築工事 

 
 

以 上 
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