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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 26,652 △6.4 1,600 △6.2 1,519 1.8 847 2.5
23年3月期第2四半期 28,468 1.5 1,705 10.6 1,492 30.0 826 0.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 890百万円 （23.7％） 23年3月期第2四半期 719百万円 （―％）

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 14.49 ―
23年3月期第2四半期 13.49 ―

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 85,784 29,540 33.9
23年3月期 84,936 28,884 33.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  29,049百万円 23年3月期  28,391百万円

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 ― 3.00 ― 4.00 7.00
24年3月期 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 4.00 7.00

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 64,000 2.1 3,600 10.5 3,150 10.9 1,730 11.4 29.59



(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 
 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P.2「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

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 61,360,720 株 23年3月期 61,360,720 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,895,938 株 23年3月期 2,895,938 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 58,464,782 株 23年3月期2Q 61,265,168 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響により落ち込んだ生産を回復しつつ

ある一方、長引く円高や欧州の財政危機等の問題もあり、景気の先行きは不透明な状況が続いておりま

す。 

当社グループをとりまく事業環境におきましては、建設市場では東日本大震災の復興需要の影響もあ

り、労務費を中心とした工事原価が上昇しており、損益面では厳しい状況となっております。しかしな

がら、首都圏のマンション市場では、東日本大震災の影響により落ち込んでいた供給戸数が回復すると

ともに、契約率もおおむね好調を保つ等、緩やかな回復基調で推移いたしました。 

このような環境の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前

年同四半期比6.4％減の266億52百万円、営業利益は前年同四半期比6.2％減の16億円、経常利益は前年

同四半期比1.8％増の15億19百万円、四半期純利益は前年同四半期比2.5％増の8億47百万円となりまし

た。 

なお、当社グループでは、通常の営業形態として工事の完成・物件の引渡しが第４四半期に集中して

いるため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間に比べ、第４四半期連結会計期間の売

上高が多くなるといった季節的変動があります。 

事業のセグメント別の状況は以下のとおりであります。なお、セグメント間の内部取引が発生する場

合は、その消去前の金額を使用しております。 

(建設事業) 

東日本大震災の影響により一部物件の工事進捗に遅れが発生したことに加え、子会社で前年同期に

大型物件の引渡しが集中した反動から、完成工事高は213億18百万円、セグメント利益（営業利益）は

12億50百万円となりました。 

(開発事業等) 

期初手持ち物件の減少により売上高は減少しておりますが、契約高は期初見込通り順調に進捗して

いることに加え、リーマンショック後に新規開発した物件等により利益率が改善したことから、売上

高は53億33百万円、セグメント利益（営業利益）は6億73百万円となりました。 

  

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて14億92百万円増加

し、714億26百万円となりました。この主な要因は、事業用地取得等により開発事業等支出金が72億

71百万円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて6億44百万円減少し、143億57百万円となりました。この主

な要因は、固定資産の減価償却実施によるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末と比べて8億47百万円増加し、857億84百万円となりまし

た。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて22億48百万円増加

し、438億37百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済期限が一年以内となったこと

等により、短期借入金が19億89百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて20億57百万円減少し、124億6百万円となりました。この主

な要因は、短期借入金への振替等により長期借入金が21億31百万円減少したことによるものでありま

す。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比べて1億91百万円増加し、562億43百万円となりまし

た。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6億56百万円増加

し、295億40百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が6億13百万増加したことによるもの

であります。 

  

平成23年５月12日に公表しました通期の業績予想等に変更はありません。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

２．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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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 19,994 15,838

受取手形・完成工事未収入金等 18,907 19,832

販売用不動産 19,951 17,486

未成工事支出金 396 483

開発事業等支出金 9,876 17,147

材料貯蔵品 46 72

繰延税金資産 235 233

その他 598 407

貸倒引当金 △72 △75

流動資産合計 69,934 71,426

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 8,503 8,515

減価償却累計額 △1,838 △2,040

建物・構築物（純額） 6,664 6,474

機械及び装置 110 110

減価償却累計額 △54 △58

機械及び装置（純額） 55 51

車両運搬具及び工具器具備品 271 273

減価償却累計額 △244 △248

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 27 24

土地 6,589 6,589

その他 37 37

減価償却累計額 △12 △16

その他（純額） 25 21

有形固定資産合計 13,361 13,161

無形固定資産 152 69

投資その他の資産   

投資有価証券 591 643

繰延税金資産 123 115

その他 784 377

貸倒引当金 △12 △10

投資その他の資産合計 1,487 1,125

固定資産合計 15,002 14,357

資産合計 84,936 85,784
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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 19,148 19,804

短期借入金 19,304 21,294

未払法人税等 989 666

未成工事受入金 414 309

開発事業等受入金 237 427

賞与引当金 157 256

完成工事補償引当金 54 58

工事損失引当金 13 0

災害損失引当金 44 42

その他 1,223 976

流動負債合計 41,588 43,837

固定負債   

長期借入金 13,397 11,265

退職給付引当金 398 427

役員退職慰労引当金 158 161

繰延税金負債 261 259

その他 248 292

固定負債合計 14,464 12,406

負債合計 56,052 56,243

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,665 3,665

資本剰余金 3,421 3,421

利益剰余金 22,104 22,717

自己株式 △577 △577

株主資本合計 28,613 29,226

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12 40

為替換算調整勘定 △233 △217

その他の包括利益累計額合計 △221 △177

少数株主持分 492 491

純資産合計 28,884 29,540

負債純資産合計 84,936 85,784

新日本建設㈱（1879）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（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 21,343 21,318

開発事業等売上高 7,125 5,333

売上高合計 28,468 26,652

売上原価   

完成工事原価 18,621 19,276

開発事業等売上原価 6,531 4,378

売上原価合計 25,152 23,654

売上総利益   

完成工事総利益 2,721 2,042

開発事業等総利益 593 955

売上総利益合計 3,315 2,998

販売費及び一般管理費 1,609 1,397

営業利益 1,705 1,600

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 5 5

受取補償利息 － 110

その他 15 10

営業外収益合計 23 128

営業外費用   

支払利息 230 205

為替差損 0 1

その他 6 2

営業外費用合計 237 209

経常利益 1,492 1,519

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

その他 0 －

特別損失合計 4 －

税金等調整前四半期純利益 1,487 1,519

法人税、住民税及び事業税 665 688

法人税等調整額 △2 △7

法人税等合計 662 680

少数株主損益調整前四半期純利益 825 839

少数株主損失（△） △0 △7

四半期純利益 826 847
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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 825 839

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44 28

為替換算調整勘定 △61 22

その他の包括利益合計 △106 51

四半期包括利益 719 890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 738 891

少数株主に係る四半期包括利益 △19 △1
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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) 

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△274百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属していない親会社本社の総務部等管理部門に係る経費であります。 

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．セグメント利益の調整額△323百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、報告セグメントに帰属していない親会社本社の総務部等管理部門に係る経費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

建設事業 開発事業等 合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２

売上高

外部顧客への売上高 21,343 7,125 28,468 ― 28,468

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― ― ―

計 21,343 7,125 28,468 ― 28,468

セグメント利益 1,914 65 1,980 △274 1,705

(単位：百万円)

建設事業 開発事業等 合計
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２

売上高

外部顧客への売上高 21,318 5,333 26,652 ― 26,652

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― ― ―

計 21,318 5,333 26,652 ― 26,652

セグメント利益 1,250 673 1,923 △323 1,600

（５）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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（注）１ 受注高は、当該四半期までの累計額となっております。 

２ ％表示は、前年同四半期増減率となっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（参考）個別受注実績内訳 

 
（注）１ 前期以前に契約した工事で契約の更改により請負代金に変更があるものについては、期中受注高にその増

減額を含めております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

個別受注の概況

 受注高

平成24年３月期第２四半期 24,049百万円 △8.3%

平成23年３月期第２四半期 26,215百万円 11.1%

区分

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

比較増減額
（百万円）

増減率
（百万円）

(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)

受注高 構成比率 受注高 構成比率

（百万円） （％） (百万円) （％）

建

設

事

業

 住  宅 10,789 41.2% 11,878 49.4% 1,089 10.1%

事務所・店舗 1,706 6.5% 816 3.4% △890 △52.2%

官公庁舎 1,440 5.5% 74 0.3% △1,365 △94.8%

 その他 1,736 6.6% 2,928 12.2% 1,191 68.6%

 土  木 0 0.0% - - △0 -

計 15,673 59.8% 15,697 65.3% 23 0.2%

開発事業等 10,542 40.2% 8,351 34.7% △2,190 △20.8%

合    計 26,215 100.0% 24,049 100.0% △2,166 △8.3%
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