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１．当四半期決算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経済は、東日本大震災の影響により厳しい状況が続く中、

サプライチェーンの復旧が進み企業の生産活動は回復の兆しが見られましたが、欧州金融不安による世

界的な景気減速懸念、急速な為替変動や国内における電力供給制約リスクが存在し、依然予断を許さな

い状況が続きました。 

当社グループの連結業績につきましては、売上高は前年同四半期と比べ18,224百万円減少（13.4％

減）の117,429百万円となりました。利益面につきましては、販売費及び一般管理費を前年同四半期比

21.4％削減しましたが、売上高の減少及び一部国内工事の損益悪化により完成工事総利益が減少したこ

とから、営業損失470百万円（前年同四半期は営業利益2,616百万円）となりました。経常利益につきま

しては、円高による為替差損の発生等により経常損失807百万円（前年同四半期は経常利益2,120百万

円）、四半期純利益につきましては、四半期純損失901百万円（前年同四半期は四半期純利益4,376百万

円）となりました。 

なお、セグメントの業績は以下の通りであります。 

  

① 建設事業（土木） 

当セグメントの売上高は、前年同四半期比48.5％減の34,408百万円となり、セグメント損失は

321百万円（前年同四半期はセグメント利益2,472百万円）となりました。 

当社単体における土木工事の受注高は、海外大型工事の受注により、前年同四半期と比べ56,134

百万円増加の72,390百万円となりました。 

② 建設事業（建築） 

当セグメントの売上高は、前年同四半期比15.4％増の72,666百万円となり、セグメント損失は

620百万円（前年同四半期はセグメント利益245百万円）となりました。 

当社単体における建築工事の受注高は、前年同四半期と比べ17,848百万円減少（27.2％減）の

47,721百万円となりました。 

③ 不動産事業等 

当セグメントは、主にグループ保有不動産の賃貸収入により構成されており、当四半期連結累計

期間においては保有不動産を販売したこと等により、セグメントの売上高は前年同四半期比31.9％

増の10,633百万円となりました。 

セグメント利益は、前年同四半期比25.4％増の1,388百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、借入金の返済等による現金預金の減少や受取

手形・完成工事未収入金等の売掛債権の減少、株価下落による投資有価証券の減少等により、前連結

会計年度末と比較して18,559百万円減少(5.6％減)の313,438百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形・工事未払金等の買掛債務が増加したものの、長期借入金の返済等

により、前連結会計年度末と比較して14,758百万円減少（6.8％減）の202,795百万円となりました。

純資産につきましては、利益剰余金の減少や株価下落によりその他有価証券評価差額金が減少した

こと等により、前連結会計年度末と比較して3,801百万円減少（3.3％減）の110,643百万円となりま

した。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.8ポイント増加して35.2％となりま

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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した。 

  

平成23年５月11日に平成23年3月期決算短信[日本基準](連結)において公表しました業績予想に変更

はございません。 

なお、今後業績予想の変更等が生じる場合には速やかにお知らせいたします。  

  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

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。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12

月４日）を適用しております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（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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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 64,243 56,735 

受取手形・完成工事未収入金等 89,309 83,352 

未成工事支出金 29,681 30,902 

販売用不動産 9,187 11,059 

不動産事業支出金 7,429 1,936 

材料貯蔵品 385 524 

繰延税金資産 31 24 

その他 24,003 23,881 

貸倒引当金 △1,584 △1,333 

流動資産合計 222,688 207,083 

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 22,813 23,086 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 896 827 

土地 33,709 34,439 

リース資産（純額） 157 135 

建設仮勘定 － 44 

有形固定資産合計 57,578 58,532 

無形固定資産 1,079 1,285 

投資その他の資産   

投資有価証券 45,518 42,240 

長期貸付金 1,302 642 

その他 5,917 5,683 

貸倒引当金 △2,086 △2,030 

投資その他の資産合計 50,652 46,535 

固定資産合計 109,309 106,354 

資産合計 331,998 313,438 
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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 82,960 87,286 

短期借入金 32,638 38,546 

未払法人税等 176 139 

未成工事受入金 24,277 24,407 

完成工事補償引当金 1,253 1,394 

賞与引当金 25 23 

工事損失引当金 7,924 6,942 

不動産事業等損失引当金 1,296 － 

損害賠償損失引当金 389 389 

資産除去債務 12 － 

預り金 19,333 16,400 

その他 6,765 6,909 

流動負債合計 177,053 182,439 

固定負債   

社債 1,200 1,200 

長期借入金 24,508 5,173 

繰延税金負債 8,982 7,555 

退職給付引当金 1,666 2,325 

環境対策引当金 224 224 

資産除去債務 189 191 

その他 3,728 3,684 

固定負債合計 40,499 20,355 

負債合計 217,553 202,795 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,513 23,513 

資本剰余金 20,780 20,780 

利益剰余金 63,877 61,866 

自己株式 △226 △226 

株主資本合計 107,945 105,934 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,563 4,733 

繰延ヘッジ損益 － △5 

為替換算調整勘定 △444 △459 

その他の包括利益累計額合計 6,118 4,269 

少数株主持分 379 440 

純資産合計 114,444 110,643 

負債純資産合計 331,998 313,438 
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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 128,236 107,053 

不動産事業等売上高 7,417 10,376 

売上高合計 135,654 117,429 

売上原価   

完成工事原価 119,695 103,287 

不動産事業等売上原価 5,822 8,700 

売上原価合計 125,518 111,987 

売上総利益   

完成工事総利益 8,540 3,766 

不動産事業等総利益 1,595 1,676 

売上総利益合計 10,136 5,442 

販売費及び一般管理費 7,519 5,913 

営業利益又は営業損失（△） 2,616 △470 

営業外収益   

受取利息 143 55 

受取配当金 464 923 

貸倒引当金戻入額 － 308 

その他 179 201 

営業外収益合計 787 1,489 

営業外費用   

支払利息 828 621 

為替差損 59 718 

その他 395 485 

営業外費用合計 1,283 1,825 

経常利益又は経常損失（△） 2,120 △807 
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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) 

特別利益   

前期損益修正益 522 － 

固定資産売却益 2,136 187 

投資有価証券売却益 14 － 

貸倒引当金戻入額 647 － 

受取保険金 622 － 

特別利益合計 3,944 187 

特別損失   

前期損益修正損 9 － 

固定資産売却損 22 0 

投資有価証券評価損 1,268 133 

ゴルフ会員権評価損 3 71 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 77 － 

環境対策引当金繰入額 218 － 

その他 84 63 

特別損失合計 1,684 269 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

4,379 △890 

法人税等 △225 △58 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

4,605 △831 

少数株主利益 228 70 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,376 △901 
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

4,605 △831 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,144 △1,829 

繰延ヘッジ損益 － △5 

為替換算調整勘定 △97 △24 

その他の包括利益合計 △3,241 △1,859 

四半期包括利益 1,363 △2,691 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,161 △2,751 

少数株主に係る四半期包括利益 201 60 
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 4,379 △890 

減価償却費 867 883 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △645 △307 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 332 △982 

不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） △2 △1,296 

早期退職者特別加算金等引当金の増減額（△は減
少） △5,187 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △366 658 

環境対策引当金の増減額（△は減少） 218 － 

受取利息及び受取配当金 △607 △979 

支払利息 828 621 

投資有価証券売却損益（△は益） 42 － 

固定資産売却損益（△は益） △2,114 △186 

売上債権の増減額（△は増加） 49,993 5,966 

未成工事支出金の増減額（△は増加） 20,549 △1,220 

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △1,127 1,517 

その他の資産の増減額（△は増加） 1,942 △1,113 

仕入債務の増減額（△は減少） △26,559 4,336 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △22,236 132 

その他の負債の増減額（△は減少） △3,808 △2,262 

その他 1,891 697 

小計 18,388 5,576 

利息及び配当金の受取額 603 974 

利息の支払額 △786 △670 

法人税等の支払額 △1,089 △104 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,116 5,776 

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 △149 △21 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入 327 100 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,955 △398 

有形及び無形固定資産の売却による収入 4,829 514 

貸付けによる支出 △872 △684 

貸付金の回収による収入 1,880 2,554 

定期預金の純増減額（△は増加） 79 87 

長期預金の預入による支出 △18 － 

長期預金の解約による収入 150 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出 △5 － 

子会社株式の売却による収入 72 － 

その他の支出 △57 △18 

その他の収入 223 103 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,502 2,236 
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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） △3,018 △9,244 

長期借入れによる収入 14,683 － 

長期借入金の返済による支出 △7,229 △4,104 

社債の発行による収入 1,200 － 

新株予約権付社債の償還による支出 △12,500 － 

配当金の支払額 △1,107 △1,105 

少数株主への配当金の支払額 △603 △0 

その他 △1,423 △483 

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,999 △14,937 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △769 △493 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,851 △7,418 

現金及び現金同等物の期首残高 60,835 63,880 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △2 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 69,683 56,462 
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

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) 

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  セグメント利益の調整額△1,207百万円には、セグメント間取引消去△207百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,000百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行っております。 

  

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) 

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  セグメント利益又は損失（△）の調整額△916百万円には、セグメント間取引消去△24百万円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△892百万円が含まれております。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あります。 

２  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行ってお

ります。 

  

該当事項はありません。 

（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

合計
調整額 
(注)１

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)２

建設事業 
（土木）

建設事業 
（建築）

不動産事業等

売上高       

  外部顧客への売上高 66,821 61,415 7,417 135,654 ― 135,654 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― 1,551 641 2,193 △2,193 ― 

計 66,821 62,967 8,059 137,848 △2,193 135,654 

セグメント利益 2,472 245 1,107 3,824 △1,207 2,616 

    (単位：百万円) 

 

報告セグメント

合計
調整額 
(注)１

四半期連 
結損益計 
算書計上 
額(注)２

建設事業 
（土木）

建設事業 
（建築）

不動産事業等

売上高       

  外部顧客への売上高 34,408 72,645 10,376 117,429 ― 117,429 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― 21 256 277 △277 ― 

計 34,408 72,666 10,633 117,707 △277 117,429 

セグメント利益 
又は損失（△） 

△321 △620 1,388 445 △916 △470 

（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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（７）重要な後発事象

 

(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日) 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間

―――――――――――― 

  

（借入金の借換え） 

 当社は借入れ条件改善のため、株式会社みずほコー

ポレート銀行をアレンジャーとするシンジケーション

方式のタームローン契約を平成23年９月30日に締結

し、平成23年10月13日に20,000百万円の借入を実行い

たしました。また、同日、既契約のシンジケーション

方式のタームローン借入残高のうち、14,412百万円を

返済いたしました。これに伴い、下記の通り担保に供

している資産が減少しております。 
 

 

 

(1)新規タームローンの概要 

 

(2)返済タームローンの概要 

 

借入実行日 平成23年10月13日 

借入金額 20,000百万円 

借入期間 ５年間 

担保提供資産 無担保 

 

返済実行日 平成23年10月13日 

返済金額 14,412百万円 

担保に供していた資産の額 

土地  9,800百万円  

建物  6,991百万円  

構築物    130百万円  

販売用不動産    669百万円  

計 17,591百万円  
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４．補足情報 

 平成24年３月期第２四半期の個別業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 

   

 
  

 

  

   

   

 
  

(1) 個別業績の概況（参考）

 ① 個別経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 

 売 上 高 経 常 利 益 四半期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期 110,705 △17.9 △1,234 ― △1,377 ― 

23年３月期第２四半期 134,907 △8.8 2,745 ─ 5,179 ─ 

 
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 △4.97 ─

23年３月期第２四半期 18.68 ─ 

 ② 個別財政状態 

 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 302,364 108,427 35.9 

23年３月期 317,793 112,763 35.5 

(参考)自己資本 24年３月期第２四半期 108,427百万円 23年３月期 112,763百万円
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(2) 四半期個別貸借対照表(参考)

  (単位：百万円) 

  
前事業年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部 

 流動資産   

  現金預金 62,396 55,086 

  受取手形・完成工事未収入金 94,496 84,660 

  未成工事支出金 29,677 30,902 

  販売用不動産 8,112 9,635 

  不動産事業支出金 877 1,936 

  材料貯蔵品 381 520 

  その他 23,530 23,284 

  貸倒引当金 △ 1,580 △ 1,348 

  流動資産合計 217,892 204,677 

 固定資産   

  有形固定資産 49,679 51,264 

  無形固定資産 1,064 1,269 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 42,526 39,265 

   その他 12,031 11,230 

   貸倒引当金 △ 5,400 △ 5,344 

   投資その他の資産合計 49,157 45,152 

  固定資産合計 99,901 97,686 

 資産合計 317,793 302,364 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金 82,550 86,366 

  短期借入金 30,243 36,739 

  未払法人税等 175 138 

  未成工事受入金 21,677 24,307 

  預り金 19,309 16,384 

  完成工事補償引当金 1,253 1,394 

  工事損失引当金 7,924 6,942 

  その他の引当金 1,701 958 

  その他 6,194 6,500 

  流動負債合計 171,031 179,731 

 固定負債   

  長期借入金 21,035 2,000 

  退職給付引当金 1,634 2,298 

  資産除去債務 92 93 

  その他 11,236 9,813 

  固定負債合計 33,998 14,204 

 負債合計 205,029 193,936 
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  (単位：百万円) 

  
前事業年度 

(平成23年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 23,513 23,513 

  資本剰余金 20,780 20,780 

  利益剰余金 62,169 59,682 

  自己株式 △ 226 △ 226 

  株主資本合計 106,237 103,750 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 6,526 4,682 

  繰延ヘッジ損益 - △ 5 

  評価・換算差額等合計 6,526 4,677 

 純資産合計 112,763 108,427 

負債純資産合計 317,793 302,364 
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(3) 四半期個別損益計算書(参考)

  (単位：百万円) 

  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) 

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) 

売上高     

 完成工事高 128,640 104,924 

 不動産事業等売上高 6,266 5,780 

 売上高合計 134,907 110,705 

売上原価   

 完成工事原価 120,099 101,274 

 不動産事業等売上原価 4,910 4,611 

 売上原価合計 125,009 105,886 

売上総利益   

 完成工事総利益 8,541 3,649 

 不動産事業等総利益 1,356 1,168 

 売上総利益合計 9,897 4,818 

販売費及び一般管理費 7,224 5,705 

営業利益又は営業損失（△） 2,672 △ 886 

営業外収益   

 受取利息 140 51 

 受取配当金 1,045 922 

 その他 177 486 

 営業外収益合計 1,362 1,460 

営業外費用   

 支払利息 800 582 

 為替差損 96 742 

 その他 393 483 

 営業外費用合計 1,289 1,808 

経常利益又は経常損失（△） 2,745 △ 1,234 

特別利益   

 固定資産売却益 1,986 27 

 その他 1,577 - 

 特別利益合計 3,563 27 

特別損失   

 投資有価証券評価損 1,336 133 

 ゴルフ会員権評価損 3 71 

 その他 305 63 

 特別損失合計 1,646 268 

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失（△） 

4,663 △ 1,474 

法人税等 △ 515 △ 97 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,179 △ 1,377 

   
(注) 1  四半期個別財務諸表は、法定開示における四半期レビューの対象となっておりません。 

   2  四半期個別財務諸表は、四半期財務諸表等規則に準拠して作成し、建設業法施行規則に準じて記載して 

     おりますが、科目の区分掲記については一部要約しております。  
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(4) 個別受注の概況（参考） 

 ① 個別受注実績 

 
(注) パーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。 

  

 
  

 ② 個別受注予想 

 
(注) パーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。 

  

〔個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等〕 

 当第２四半期累計期間の個別受注実績は、前年同四半期と比較して、建築工事は178億円減少しました

が、土木工事は海外において大型工事を受注したこと等により、全体としては377億円の増加（前年同四半

期比42.9％増）となりました。 

 なお、前回発表（平成23年５月11日）の個別受注予想に変更はございません。 

 上記の受注予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際

の受注実績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

 受 注 高

 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期累計期間 125,893 42.9 

23年３月期第２四半期累計期間 88,093 △30.9 

（参考）受注実績内訳 （単位：百万円） 

区    分

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

比 較 増 減(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日 

至 平成22年９月30日) 至 平成23年９月30日) 

金  額
構成比 
(％)

金  額
構成比 
(％)

金  額
増減率 
(％)

建 
  
  

設 
  
  

事 
  
  

業

土 
  
  
木

国内官公庁 10,977 12.5 20,579 16.3 9,602 87.5 

国内民間 4,769 5.4 8,257 6.6 3,487 73.1 

海  外 509 0.6 43,553 34.6 43,044 ― 

計 16,256 18.5 72,390 57.5 56,134 345.3 

建 
  
  
築

国内官公庁 12,763 14.5 3,848 3.1 △8,915 △69.9 

国内民間 52,669 59.8 43,586 34.6 △9,082 △17.2 

海  外 138 0.1 286 0.2 148 107.5 

計 65,570 74.4 47,721 37.9 △17,848 △27.2 

合 
  
  
計

国内官公庁 23,740 27.0 24,427 19.4 687 2.9 

国内民間 57,439 65.2 51,844 41.2 △5,595 △9.7 

海  外 647 0.7 43,840 34.8 43,193 ― 

計 81,827 92.9 120,112 95.4 38,285 46.8 

不 動 産 事 業 等 6,266 7.1 5,780 4.6 △485 △7.8 

計 88,093 100.0 125,893 100.0 37,799 42.9 

 通  期

 百万円 ％ 

24年３月期予想 246,000 7.1 

23年３月期実績 229,778 △11.2 
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