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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 15,016 △23.1 △4,346 ― △4,168 ― △2,928 ―
23年3月期第2四半期 19,518 26.1 △2,887 ― △2,945 ― △1,980 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △3,332百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2,448百万円 （―％）

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 △37.20 ―
23年3月期第2四半期 △24.85 ―

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 63,828 38,858 60.5
23年3月期 74,740 43,698 58.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  38,630百万円 23年3月期  43,436百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 7.50 7.50

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  ：  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 65,000 △1.2 2,500 △7.5 2,600 △3.6 1,200 △0.6 15.25



(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 

(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。 

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 86,656,510 株 23年3月期 86,656,510 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 9,851,755 株 23年3月期 7,170,987 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 78,709,902 株 23年3月期2Q 79,720,251 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として繰り延べております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

１．サマリー情報(その他)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 5,151 3,786

受取手形及び売掛金 24,354 5,865

有価証券 4 4

商品及び製品 43 43

仕掛品 6,642 14,553

原材料及び貯蔵品 177 186

その他 2,850 5,506

貸倒引当金 △44 △40

流動資産合計 39,180 29,904

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,825 8,610

土地 13,986 13,962

その他（純額） 846 826

有形固定資産合計 23,658 23,398

無形固定資産

のれん 1,237 1,082

その他 485 445

無形固定資産合計 1,723 1,528

投資その他の資産

投資有価証券 8,053 6,611

その他 2,321 2,584

貸倒引当金 △196 △198

投資その他の資産合計 10,178 8,997

固定資産合計 35,559 33,924

資産合計 74,740 63,828
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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

支払手形及び買掛金 5,105 2,365

短期借入金 8,000 3,600

1年内返済予定の長期借入金 118 118

未払法人税等 516 105

前受金 5,815 8,656

賞与引当金 1,657 1,655

役員賞与引当金 60 －

工事損失引当金 92 133

災害損失引当金 63 13

その他 3,542 2,384

流動負債合計 24,970 19,033

固定負債

長期借入金 197 138

退職給付引当金 3,279 3,357

役員退職慰労引当金 89 92

環境対策引当金 82 82

資産除去債務 52 53

負ののれん 28 21

その他 2,341 2,191

固定負債合計 6,071 5,936

負債合計 31,042 24,970

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 33,004 29,281

自己株式 △2,303 △3,012

株主資本合計 44,226 39,795

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △812 △1,194

繰延ヘッジ損益 25 35

為替換算調整勘定 △2 △6

その他の包括利益累計額合計 △789 △1,164

少数株主持分 261 228

純資産合計 43,698 38,858

負債純資産合計 74,740 63,828
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
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)

売上高 19,518 15,016

売上原価 15,377 12,286

売上総利益 4,140 2,729

販売費及び一般管理費 7,027 7,076

営業損失（△） △2,887 △4,346

営業外収益

受取利息 40 38

受取配当金 99 144

投資有価証券償還益 － 161

その他 69 71

営業外収益合計 208 416

営業外費用

支払利息 51 16

為替差損 147 164

その他 67 57

営業外費用合計 266 237

経常損失（△） △2,945 △4,168

特別利益

貸倒引当金戻入額 34 －

負ののれん発生益 46 －

その他 2 －

特別利益合計 82 －

特別損失

投資有価証券売却損 － 264

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 35 －

その他 10 －

特別損失合計 46 264

税金等調整前四半期純損失（△） △2,909 △4,432

法人税、住民税及び事業税 209 221

法人税等調整額 △1,124 △1,697

法人税等合計 △915 △1,476

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,993 △2,955

少数株主損失（△） △12 △27

四半期純損失（△） △1,980 △2,928

少数株主損失（△） △12 △27

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,993 △2,955

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △468 △382

繰延ヘッジ損益 14 10

為替換算調整勘定 － △4

その他の包括利益合計 △454 △376

四半期包括利益 △2,448 △3,332

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,435 △3,303

少数株主に係る四半期包括利益 △12 △28
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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損失（△） △2,909 △4,432

減価償却費 500 467

のれん償却額 149 148

投資有価証券売却損益（△は益） 45 238

投資有価証券償還損益（△は益） － △161

工事損失引当金の増減額（△は減少） △149 41

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75 77

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △49

受取利息及び受取配当金 △139 △183

売上債権の増減額（△は増加） 22,831 18,489

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,157 △7,919

仕入債務の増減額（△は減少） △2,931 △2,740

前受金の増減額（△は減少） 2,376 2,841

その他 △1,560 △1,923

小計 12,131 4,894

利息及び配当金の受取額 175 229

利息の支払額 △52 △17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △887 △545

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,366 4,561

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 △95 △167

無形固定資産の取得による支出 △30 △37

投資有価証券の取得による支出 △1,482 △853

投資有価証券の売却及び償還による収入 572 1,602

その他 19 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,017 557

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 △4,400

長期借入金の返済による支出 △59 △59

自己株式の取得による支出 △7 △350

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支
出

－ △800

配当金の支払額 △596 △792

その他 △43 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,705 △6,433

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,591 △1,365

現金及び現金同等物の期首残高 6,237 5,156

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,828 3,790
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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) 

   該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  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）「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）

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

6,951 5,752 5,989 625 19,318 199 19,518 ─ 19,518

  セグメント間の 
  内部売上高又は 
 振替高

141 ─ 70 64 276 3 279 △279 ─

計 7,092 5,752 6,059 689 19,594 203 19,797 △279 19,518

セグメント利益 
又は損失（△）

△3,828 117 467 397 △2,846 △94 △2,941 △4 △2,945

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △2,846

「その他」の区分の利益又は損失（△） △94

セグメント間取引消去 △4

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（△）

△2,945
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Ⅱ  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）「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） 

   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）

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

4,773 5,133 4,322 621 14,851 164 15,016 ─ 15,016

  セグメント間の 
  内部売上高又は 
 振替高

150 ─ 75 62 288 1 289 △289 ─

計 4,924 5,133 4,397 684 15,140 166 15,306 △289 15,016

セグメント利益 
又は損失（△）

△3,903 △476 △287 439 △4,228 63 △4,165 △3 △4,168

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △4,228

「その他」の区分の利益又は損失（△） 63

セグメント間取引消去 △3

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（△）

△4,168

（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23年３月期)

平成23年３月期 平成24年３月期

第2四半期連結累計期間 第2四半期連結累計期間

 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 17,992 54.9 20,476 55.4 30,550 50.5

海外建設コンサルタント事業 7,585 23.1 10,453 28.3 15,328 25.3

電力事業 7,202 22.0 6,004 16.3 14,630 24.2

不動産賃貸事業 － － －

その他 0 0.0 6 0.0 22 0.0

合計 32,780 100.0 36,939 100.0 60,531 100.0

売
上
高
１

国内建設コンサルタント事業 7,153 36.7 4,967 33.1 33,621 51.1

海外建設コンサルタント事業 6,062 31.1 5,412 36.0 17,155 26.1

電力事業 5,657 29.0 4,011 26.7 13,725 20.9

不動産賃貸事業 625 3.2 621 4.1 1,261 1.9

その他 18 0.0 2 0.1 42 0.0

合計 19,518 100.0 15,016 100.0 65,806 100.0

売
上
高
２

国内建設コンサルタント事業 6,951 35.6 4,773 31.8 31,937 48.5

海外建設コンサルタント事業 5,752 29.5 5,133 34.2 15,960 24.3

電力事業 5,989 30.7 4,322 28.8 15,741 23.9

不動産賃貸事業 625 3.2 621 4.1 1,261 1.9

その他 199 1.0 164 1.1 904 1.4

合計 19,518 100.0 15,016 100.0 65,806 100.0

                期  別  前年同四半期 当四半期

(参考)前期
(平成23年３月期)平成23年３月期 平成24年３月期

第2四半期連結会計期間末 第2四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 25,201 37.9 26,800 37.6 11,292 23.2

海外建設コンサルタント事業 35,256 53.0 36,947 51.9 31,907 65.6

電力事業 6,078 9.1 7,431 10.4 5,438 11.2

不動産賃貸事業 － － －

その他 0 0.0 4 0.1 －

合計 66,537 100.0 71,184 100.0 48,637 100.0

(注)1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

    2.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。

    3.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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