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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 20,940 △25.1 △95 ― △15 ― 137 85.9
23年3月期第2四半期 27,961 2.9 210 △55.4 229 △71.5 74 △83.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 125百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △278百万円 （―％）

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 1.98 ―
23年3月期第2四半期 1.06 ―

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 48,229 21,206 42.9 298.96
23年3月期 49,416 21,636 42.8 305.37
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  20,696百万円 23年3月期  21,141百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 8.00 8.00

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 55,000 △3.6 950 3.3 1,050 5.1 600 6.9 8.63



(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、金融商品取引法に 
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と 
異なる結果と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】Ｐ．２「（３） 
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 78,368,532 株 23年3月期 78,368,532 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 9,144,198 株 23年3月期 9,140,165 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 69,225,635 株 23年3月期2Q 69,816,542 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我が国経済は、東日本大震災の発生により多大な影響を受けた企業活動は、

震災発生前の水準に回復しつつある一方で、ギリシャ危機に端を発した欧州経済の不安定感が増し、米国経済も減

速傾向にあることを受け円高が急速に進んだ結果、外需が伸び悩み、国内の設備投資も低調に推移しました。 

 当社グループが主に属します建設業界では、公共事業を主体とする土木部門は引き続き低調で、民間建築部門は

前述の円高の影響を受け、企業の設備投資は伸び悩み、不動産市況も低調なことから、受注が伸び悩みました。 

 今後は東日本大震災に係わる復興需要も見込まれますが、厳しい受注競争、価格競争は引き続いており、厳しい

経営環境下に置かれています。 

  

 セグメントの業績は次のとおりです。 

 なお、セグメント損益の合計額は、連結損益計算書の営業損失と一致しています。 

（建設事業） 

 建設事業の業績につきましては、受注高240億７千８百万円、売上高200億８千８百万円、セグメント損失１億５

千５百万円となりました。 

  

（ゴルフ場事業） 

 ゴルフ場事業の業績につきましては、売上高１億７千６百万円、セグメント利益３千４百万円となりました。 

  

（ホテル事業） 

 ホテル事業の業績につきましては、売上高１億９千８百万円、セグメント利益２千万円となりました。 

  

（その他） 

 報告セグメントに含まれない広告代理店事業におきましては、売上高５億９千９百万円、セグメント利益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２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ11億８千７百万円減の482億２千９百万円とな

っています。主な変動要因としては、現金及び預金等が減少したこと等によるものです。負債の部に関しては、主

に支払手形・工事未払金等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ７億５千６百万円減の270億２千３

百万円となっています。純資産の部に関しては、利益剰余金が４億１千６百万円減少したこと等により、総額で

212億６百万円となっています。これらにより当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は42.9％となっ

ています。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表いたしました通期の業績予想について、現時点で変更はありません。 

  

  

（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：千円）

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   

現金及び預金 5,066,533 3,449,329

受取手形・完成工事未収入金等 12,304,951 11,008,265

販売用不動産 5,449,351 5,392,151

未成工事支出金 1,567,987 2,576,761

開発事業等支出金 1,666,338 1,510,720

その他のたな卸資産 33,017 39,156

繰延税金資産 1,195,357 1,138,932

その他 1,017,474 1,845,874

貸倒引当金 △42,138 △39,683

流動資産合計 28,258,870 26,921,505

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,695,251 7,632,937

その他 12,355,996 12,470,497

減価償却累計額 △6,557,575 △6,666,790

有形固定資産合計 13,493,672 13,436,644

無形固定資産 41,798 50,746

投資その他の資産   

投資有価証券 4,102,073 4,039,497

長期貸付金 2,390,185 2,406,259

繰延税金資産 700,306 938,193

その他 1,507,444 1,506,104

貸倒引当金 △1,078,345 △1,069,945

投資その他の資産合計 7,621,663 7,820,108

固定資産合計 21,157,133 21,307,498

資産合計 49,416,003 48,229,003



（単位：千円）

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 13,307,606 11,087,805

短期借入金 2,500,000 1,500,000

未払法人税等 304,600 57,428

未成工事受入金 2,621,251 4,704,295

引当金 368,306 375,330

その他 669,342 1,389,334

流動負債合計 19,771,105 19,114,192

固定負債   

長期借入金 4,000,000 4,000,000

退職給付引当金 569,940 559,704

会員預り金 3,174,000 3,101,050

その他 264,622 248,386

固定負債合計 8,008,562 7,909,140

負債合計 27,779,667 27,023,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,116,492 9,116,492

資本剰余金 7,405,113 7,405,061

利益剰余金 6,869,204 6,453,511

自己株式 △2,342,042 △2,342,763

株主資本合計 21,048,767 20,632,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 129,879 82,605

繰延ヘッジ損益 △6,737 △2,010

為替換算調整勘定 △31,356 △17,365

その他の包括利益累計額合計 91,786 63,230

少数株主持分 495,783 510,140

純資産合計 21,636,336 21,205,671

負債純資産合計 49,416,003 48,229,003



（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 25,764,705 18,595,705

兼業事業売上高 2,196,323 2,344,182

売上高合計 27,961,028 20,939,887

売上原価   

完成工事原価 24,438,766 17,643,827

兼業事業売上原価 1,456,003 1,567,195

売上原価合計 25,894,769 19,211,022

売上総利益   

完成工事総利益 1,325,939 951,878

兼業事業総利益 740,320 776,987

売上総利益合計 2,066,259 1,728,865

販売費及び一般管理費 1,855,974 1,824,133

営業利益又は営業損失（△） 210,285 △95,268

営業外収益   

受取利息 57,196 49,152

受取配当金 42,064 41,406

持分法による投資利益 28,728 26,927

会員権引取差額 40,993 41,341

その他 30,317 25,971

営業外収益合計 199,298 184,797

営業外費用   

支払利息 78,681 69,888

為替差損 94,793 34,434

その他 6,959 230

営業外費用合計 180,433 104,552

経常利益又は経常損失（△） 229,150 △15,023

特別利益   

固定資産売却益 556 65,568

投資有価証券売却益 62,655 －

その他 953 －

特別利益合計 64,164 65,568

特別損失   

投資有価証券評価損 77,651 8,326

その他 1,914 264

特別損失合計 79,565 8,590

税金等調整前四半期純利益 213,749 41,955

法人税、住民税及び事業税 11,033 40,249

法人税等調整額 131,206 △152,508

法人税等合計 142,239 △112,259

少数株主損益調整前四半期純利益 71,510 154,214

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,358 16,906

四半期純利益 73,868 137,308



（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 71,510 154,214

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △293,072 △47,442

繰延ヘッジ損益 △55,284 4,727

為替換算調整勘定 △8,597 11,091

持分法適用会社に対する持分相当額 7,026 2,900

その他の包括利益合計 △349,927 △28,724

四半期包括利益 △278,417 125,490

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △276,007 108,752

少数株主に係る四半期包括利益 △2,410 16,738



（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 213,749 41,955

減価償却費 137,870 125,465

持分法による投資損益（△は益） △28,728 △26,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,675 △2,779

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,746 △10,236

その他の引当金の増減額（△は減少） △20,584 7,024

受取利息及び受取配当金 △99,260 △90,558

支払利息 78,681 69,888

投資有価証券売却損益（△は益） △62,655 －

為替差損益（△は益） 79,101 56,983

売上債権の増減額（△は増加） 4,800,381 1,297,901

未成工事支出金等の増減額（△は増加） 1,066,207 △853,156

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,074 52,264

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,687,093 △726,541

仕入債務の増減額（△は減少） △1,864,879 △2,220,396

未成工事受入金の増減額（△は減少） 560,065 2,083,045

その他 1,232,760 557,891

小計 3,406,268 361,823

利息及び配当金の受取額 101,958 82,336

利息の支払額 △78,681 △69,888

法人税等の支払額 △17,729 △280,537

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,411,816 93,734

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 △44,081 △106,601

有形固定資産の売却による収入 1,610 128,452

投資有価証券の取得による支出 △410 △24,829

投資有価証券の売却による収入 196,070 －

貸付けによる支出 △844 △112,919

貸付金の回収による収入 4,824 25,046

その他 △94,149 △36,363

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,020 △127,214

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） △1,000,000 △1,000,000

自己株式の取得による支出 △106,534 △773

配当金の支払額 △559,355 △553,001

少数株主への配当金の支払額 △2,380 △2,380

その他 △980 △1,002

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,669,249 △1,557,156

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81,342 △51,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,724,245 △1,642,243

現金及び現金同等物の期首残高 5,760,516 4,861,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,484,761 3,219,465



 該当事項はありません。 

  

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） 

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）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、広告代理店事業を含

んでいます。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書計上の営業利益と一致し

ています。 

  

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） 

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）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、広告代理店事業を含

んでいます。 

２．セグメント利益又はセグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書計上の営業損失と一致し

ています。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

  当第２四半期連結会計期間から、「その他」に含まれていた「ゴルフ場事業」、「ホテル事業」について

量的な重要性が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しています。なお、前第２四半期連

結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したも

のを開示しています。 

（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：千円）

  

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 
建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業

売上高               

外部顧客への売上高  27,021,308  164,815  186,678  588,227  27,961,028  －  27,961,028

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  3,480  736  1,597  69,316  75,129  △75,129  －

計  27,024,788  165,551  188,275  657,543  28,036,157  △75,129  27,961,028

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
 230,108  △29,798  13,670  △3,695  210,285  －  210,285

  （単位：千円）

  

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 
建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業

売上高               

外部顧客への売上高  19,999,375  175,616  195,070  569,826  20,939,887  －  20,939,887

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  88,342  695  2,507  29,331  120,875  △120,875  －

計  20,087,717  176,311  197,577  599,157  21,060,762  △120,875  20,939,887

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
 △155,136  33,934  19,933  6,001  △95,268  －  △95,268



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

 提出会社単独の事業の状況は、以下のとおりです。 

  

１．建設事業部門 

(1）受注工事高、完成工事高、繰越工事高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

１ 前事業年度以前に受注した工事で契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増減

額を含めています。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれます。 

２ 期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）に一致します。 

  

(2）受注工事高 

（注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

４．補足情報

期別 区分 期首繰越工事高
（千円） 

期中受注工事高
（千円） 

計
（千円） 

期中完成工事高 
（千円） 

期末繰越工事高
（千円） 

 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） 

建築工事 25,475,252 23,426,716 48,901,968  23,028,071 25,873,897

土木工事 6,907,527 4,940,286 11,847,813  2,740,114 9,107,699

計 32,382,779 28,367,002 60,749,781  25,768,185 34,981,596

 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） 

建築工事 21,763,786 20,070,738 41,834,524  15,050,810 26,783,714

土木工事 9,892,745 4,007,491 13,900,236  3,633,237 10,266,999

計 31,656,531 24,078,229 55,734,760  18,684,047 37,050,713

前事業年度 

  
（自平成22年４月１日 

至平成23年３月31日） 

建築工事 25,475,252 40,396,936 65,872,188  44,108,402 21,763,786

土木工事 6,907,527 11,551,978 18,459,505  8,566,760 9,892,745

計 32,382,779 51,948,914 84,331,693  52,675,162 31,656,531

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

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 

建築工事  2,094,827  21,331,889  23,426,716

土木工事  3,402,813  1,537,473  4,940,286

計  5,497,640  22,869,362  28,367,002

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 

建築工事  1,318,209  18,752,529  20,070,738

土木工事  2,572,627  1,434,864  4,007,491

計  3,890,836  20,187,393  24,078,229



(3）完成工事高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

(4）繰越工事高（平成23年９月30日現在） 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

２．開発事業部門 

(1）売上高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

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 

建築工事  1,435,240  21,592,831  23,028,071

土木工事  1,527,484  1,212,630  2,740,114

計  2,962,724  22,805,461  25,768,185

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 

建築工事  2,007,983  13,042,827  15,050,810

土木工事  1,958,365  1,674,872  3,633,237

計  3,966,348  14,717,699  18,684,047

区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

建築工事  2,221,511  24,562,203  26,783,714

土木工事  9,407,638  859,361  10,266,999

計  11,629,149  25,421,564  37,050,713

区分 

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 

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 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

土地  3  761,694  4  316,146

建物  1  250,537  3  837,712

不動産賃貸収入他  13  244,372  12  249,812

計  17  1,256,603  19  1,403,670
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