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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 59,838 16.2 △1,097 ― △1,084 ― △1,284 ―
23年3月期第2四半期 51,482 △38.1 △1,933 ― △2,063 ― △2,018 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △2,398百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △4,391百万円 （―％）

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 △17.86 ―
23年3月期第2四半期 △28.08 ―

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 152,171 26,130 17.2
23年3月期 156,697 28,529 18.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  26,130百万円 23年3月期  28,529百万円

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  
（注）今期の期末配当は未定であります。 

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

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

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 145,000 13.1 650 ― 250 ― 120 ― 1.67



(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
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 
１． 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、【添付資料】2頁「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２． 平成24年3月期の株主配当につきましては、業績等を勘案した上で、開示が可能となった時点で速やかに公表する予定です。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 73,531,406 株 23年3月期 73,531,406 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,642,941 株 23年3月期 1,642,891 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 71,888,482 株 23年3月期2Q 71,890,693 株
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（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建設市場は、公共、民間投資ともに低水準で推移し、依然

として厳しい経営環境下に置かれました。 

 この様な状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は次の通りとなりました。 

 売上高につきましては、建設事業59,019百万円に不動産事業818百万円を加えた59,838百万円

（前年同四半期比16.2％増）となりました。 

 利益につきましては、営業損失は1,097百万円（前年同四半期は1,933百万円の営業損失）、経

常損失は1,084百万円（前年同四半期は2,063百万円の経常損失）、四半期純損失は1,284百万円

（前年同四半期は2,018百万円の四半期純損失）となりました。 

 なお、建設事業につきましては、工事の完成引渡し時期が第４四半期連結会計期間に集中する

傾向があるため、第４四半期連結会計期間の工事進捗率が高くなることにより、売上高は通期の

業績に対し第２四半期連結累計期間の割合が低くなるといった季節的変動があります。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末比4,525百万円減（2.9％

減）の152,171百万円となりました。その内訳としまして、流動資産は前連結会計年度末比2,533

百万円減（2.4％減）の101,718百万円、固定資産は前連結会計年度末比1,992百万円減（3.8％

減）の50,452百万円となりました。 

 負債の部は、前連結会計年度末比2,127百万円減（1.7％減）の126,040百万円となりました。

その内訳としまして、流動負債は前連結会計年度末比4,173百万円減（3.8％減）の104,445百万

円、固定負債は前連結会計年度末比2,046百万円増（10.5％増）の21,595百万円となりました。 

 純資産の部は、前連結会計年度末比2,398百万円減(8.4％減）の26,130百万円となりました。

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比

1,052百万円増の33,299百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,051百万円の収

入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは、170百万円の支出超過、財務活動によるキャッ

シュ・フローは、749百万円の支出超過となりました。 
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12日に公表いたしました連結業績予想に関しましては、現時点において変更は行

っておりません。 
  

  

（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。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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（その他）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：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 32,247 33,299

受取手形・完成工事未収入金等 45,499 40,920

未成工事支出金 18,995 16,963

販売用不動産 92 85

その他 7,435 10,465

貸倒引当金 △17 △15

流動資産合計 104,252 101,718

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,980 12,979

その他（純額） 4,810 4,675

有形固定資産合計 17,790 17,655

無形固定資産 41 33

投資その他の資産   

投資有価証券 33,464 31,623

その他 2,758 2,735

貸倒引当金 △1,609 △1,594

投資その他の資産合計 34,613 32,763

固定資産合計 52,445 50,452

資産合計 156,697 152,171



（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 38,957 36,014

短期借入金 28,732 30,484

1年内償還予定の社債 9,075 3,350

未払法人税等 65 70

未成工事受入金 22,629 26,588

完成工事補償引当金 103 102

賞与引当金 420 220

工事損失引当金 4,699 4,357

その他 3,935 3,257

流動負債合計 108,618 104,445

固定負債   

社債 4,500 1,500

長期借入金 255 6,457

繰延税金負債 7,220 6,478

退職給付引当金 5,700 5,274

役員退職慰労引当金 188 193

その他 1,685 1,692

固定負債合計 19,549 21,595

負債合計 128,168 126,040

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金 522 522

利益剰余金 14,578 13,294

自己株式 △406 △406

株主資本合計 18,390 17,106

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,496 9,390

為替換算調整勘定 △357 △365

その他の包括利益累計額合計 10,138 9,024

純資産合計 28,529 26,130

負債純資産合計 156,697 152,171



（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 50,644 59,019

不動産事業等売上高 838 818

売上高合計 51,482 59,838

売上原価   

完成工事原価 49,650 57,642

不動産事業等売上原価 309 292

売上原価合計 49,959 57,934

売上総利益   

完成工事総利益 994 1,377

不動産事業等総利益 528 526

売上総利益合計 1,523 1,903

販売費及び一般管理費 3,456 3,000

営業損失（△） △1,933 △1,097

営業外収益   

受取利息 29 34

受取配当金 356 387

その他 105 77

営業外収益合計 490 500

営業外費用   

支払利息 339 317

為替差損 218 100

その他 62 70

営業外費用合計 620 488

経常損失（△） △2,063 △1,084

特別利益   

前期損益修正益 76 －

固定資産売却益 201 9

貸倒引当金戻入額 5 －

国庫補助金 － 8

その他 9 －

特別利益合計 293 17

特別損失   

前期損益修正損 20 －

投資有価証券評価損 138 149

その他 42 11

特別損失合計 201 161

税金等調整前四半期純損失（△） △1,971 △1,228

法人税、住民税及び事業税 54 60

法人税等調整額 △8 △4

法人税等合計 46 55

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,018 △1,284

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △2,018 △1,284



（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損失（△） △2,018 △1,284

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,269 △1,105

繰延ヘッジ損益 △3 －

為替換算調整勘定 △99 △8

その他の包括利益合計 △2,373 △1,114

四半期包括利益 △4,391 △2,398

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,391 △2,398

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：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損失（△） △1,971 △1,228

減価償却費 196 182

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △2

工事損失引当金の増減額（△は減少） 152 △342

退職給付引当金の増減額（△は減少） △499 △425

受取利息及び受取配当金 △385 △422

支払利息 339 317

有形固定資産売却損益（△は益） △201 △9

投資有価証券評価損益（△は益） 138 149

売上債権の増減額（△は増加） 11,358 4,579

未成工事支出金の増減額（△は増加） △281 2,032

販売用不動産の増減額（△は増加） 53 7

仕入債務の増減額（△は減少） △11,636 △2,942

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,911 3,958

その他 62 △3,853

小計 251 2,000

利息及び配当金の受取額 399 412

利息の支払額 △346 △306

法人税等の支払額 △77 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー 227 2,051

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 △2 △20

有形固定資産の売却による収入 502 10

投資有価証券の取得による支出 △8 △155

貸付金の回収による収入 22 22

その他 58 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー 572 △170

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） 1,450 1,450

長期借入れによる収入 － 6,694

長期借入金の返済による支出 △190 △190

社債の償還による支出 △2,256 △8,725

配当金の支払額 △359 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △15 21

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,370 △749

現金及び現金同等物に係る換算差額 △284 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △856 1,052

現金及び現金同等物の期首残高 34,898 32,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,042 33,299



 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）個別受注実績 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額 

   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

   

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

４．補足情報

  受 注 高 

   百万円  ％ 

平成24年３月期第２四半期 35,585 △5.7 

平成23年３月期第２四半期 37,732 △27.4 

   

区 分  

  

平成23年３月期 

第２四半期  

平成24年３月期 

第２四半期 
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 

官公庁  4,950  15.9

 82.7

 2,178  7.1

 86.0

 △2,771  △56.0

民間   26,268  84.1  28,422  92.9  2,153  8.2

計   31,218  100.0  30,601  100.0  △617  △2.0

土木 

官公庁  4,245  65.2

 17.3

 1,549  31.1

 14.0

 △2,696  △63.5

民間   2,268  34.8  3,435  68.9  1,166  51.4

計   6,514  100.0  4,984  100.0  △1,529  △23.5

合計 

官公庁  9,195  24.4

 100.0

 3,728  10.5

 100.0

 △5,467  △59.5

民間   28,537  75.6  31,857  89.5  3,320  11.6

計   37,732  100.0  35,585  100.0  △2,147  △5.7
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