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(百万円未満切捨て)

１.平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）
 (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 ％

25年３月期第１四半期 59,131 14.5 △687 ― △669 ― △761 ―

24年３月期第１四半期 51,638 △3.3 △2,292 ― △2,147 ― △2,213 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △2,286百万円(－％) 24年３月期第１四半期 △2,651百万円(－％)

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

25年３月期第１四半期 △2.75 ―

24年３月期第１四半期 △7.98 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 303,756 113,435 37.2

24年３月期 322,523 116,845 36.1

(参考)自己資本 25年３月期第１四半期 112,923百万円 24年3月期 116,418百万円

２．配当の状況

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

24年３月期 ― ― ― 4.00 4.00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― 4.00 4.00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 120,000 2.2 △1,800 ― △1,800 ― △1,900 ― △6.85

通期 275,000 4.2 1,900 △28.3 1,800 △47.4 1,700 △37.8 6.13

xpuser
FASFマーク



 

 
（注）当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更

と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は【添付資料】３ページ「会計方針の

変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

 
  

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ます。 

なお、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す。 

  

本資料に記載の業績予想は、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、実際の業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。 

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、四半期決算短

信【添付資料】３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  －社 (   －   )、除外  －社 (   －   )

（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
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 277,957,513株 24年３月期 277,957,513株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 826,595株 24年３月期 710,472株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 277,169,530株 24年３月期１Ｑ 277,257,825株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

   

 
(注) 直近に公表されている個別業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明 

(1) 平成24年５月10日に平成24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。 

(2) 本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実

際の業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。 

（参考）平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 115,000 3.9 △2,000 ― △2,000 ― △2,000 ― △7.21

通期 265,000 4.5 1,500 △29.6 1,500 △48.9 1,500 △25.1 5.41
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当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績は、売上高につきましては、前年同四半

期と比べ7,492百万円増加（14.5％増）の59,131百万円となりました。利益につきましては、低採算工

事受注排除の徹底により、売上総利益は前年同四半期比1,764百万円増加（232.9％増）の2,522百万円

となりました。販売費及び一般管理費は、前年同四半期比159百万円増加（5.2％増）の3,209百万円と

なり、この結果、営業損失687百万円（前年同四半期は営業損失2,292百万円）、経常損失669百万円

（前年同四半期は経常損失2,147百万円）、四半期純損失761百万円（前年同四半期は四半期純損失

2,213百万円）となりました。 

なお、当社グループの大部分を占める完成工事高は、計上時期が第４四半期連結会計期間に集中する

傾向にありますが、販売費及び一般管理費は経常的に発生することから第１四半期累計期間の売上高に

対する費用負担割合が大きくなる傾向にあります。 

報告セグメント等の業績は以下のとおりであります。（セグメントの業績については、セグメント間

の内部売上高又は振替高を含めて記載しております。）なお、当第１四半期累計期間より社内組織体制

の変更に伴いセグメント区分の見直しを行ったため、以下の前年同四半期比較については、前年同四半

期の数値を変更後のセグメント区分に読み替えた数値と比較して記載しております。 

① 土木事業 

当セグメントの売上高は前年同四半期比50.3％増の23,377百万円となり、セグメント損失は28百

万円（前年同四半期はセグメント損失1,066百万円）となりました。 

当社単体の土木工事の受注高は、国内官公庁工事は増加したものの前年同四半期は海外大型工事

の受注があったこと等により、前年同四半期と比べ39,517百万円減少（75.2％減）の13,047百万円

となりました。 

② 建築事業 

当セグメントの売上高は前年同四半期比5.5％増の32,283百万円となり、セグメント損失は1,012

百万円（前年同四半期はセグメント損失1,891百万円）となりました。 

当社単体の建築工事の受注高は、国内民間工事の増加等により前年同四半期と比べ2,320百万円

増加（9.7％増）の26,218百万円となりました。 

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、前年同四半期は大型

保有不動産の販売があったこと等から、当第１四半期連結累計期間のセグメント売上高は前年同四

半期比37.3％減の3,549百万円となり、セグメント利益は前年同四半期比47.6％減の356百万円とな

りました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に受取手形・完成工事未収入金等の売上債

権の減少等により、前連結会計年度末と比較して18,767百万円減少(5.8％減)の303,756百万円となり

ました。 

負債につきましては、借入金の減少や支払手形・工事未払金等の仕入債務の減少等により、前連結

会計年度末と比較して15,357百万円減少（7.5％減）の190,320百万円となりました。 

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るその他投資有価証券評価差額金の減少

等により、前連結会計年度末と比較して3,410百万円減少（2.9％減）の113,435百万円となりまし

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
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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1.1ポイント増加して37.2％となりま

した。 

  

平成24年５月10日に平成24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。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24

年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

なお、この変更により損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

（３）連結業績予想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

（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 40,884 52,401

受取手形・完成工事未収入金等 113,082 90,329

有価証券 69 69

未成工事支出金 23,551 24,496

販売用不動産 9,917 8,070

不動産事業支出金 2,057 2,203

材料貯蔵品 332 382

繰延税金資産 31 27

その他 24,737 19,395

貸倒引当金 △723 △689

流動資産合計 213,940 196,687

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 22,429 22,200

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 797 774

土地 34,324 34,555

リース資産（純額） 134 121

建設仮勘定 52 50

有形固定資産合計 57,739 57,702

無形固定資産 1,191 1,126

投資その他の資産   

投資有価証券 45,980 44,027

長期貸付金 620 1,119

その他 4,827 4,869

貸倒引当金 △1,775 △1,776

投資その他の資産合計 49,652 48,240

固定資産合計 108,583 107,069

資産合計 322,523 303,756
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 98,049 89,148

短期借入金 23,623 17,519

1年内償還予定の社債 75 150

未払法人税等 143 62

未成工事受入金 17,194 21,320

完成工事補償引当金 2,037 1,861

賞与引当金 664 417

工事損失引当金 4,320 3,760

不動産事業等損失引当金 2 2

損害賠償損失引当金 389 389

資産除去債務 20 1

預り金 16,904 16,870

その他 6,315 6,870

流動負債合計 169,741 158,372

固定負債   

社債 1,125 1,050

長期借入金 19,923 16,761

繰延税金負債 8,043 7,006

退職給付引当金 2,939 3,198

環境対策引当金 225 225

資産除去債務 178 179

その他 3,501 3,525

固定負債合計 35,936 31,948

負債合計 205,677 190,320

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 65,500 63,629

自己株式 △226 △241

株主資本合計 109,567 107,682

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,354 5,668

為替換算調整勘定 △503 △428

その他の包括利益累計額合計 6,850 5,240

少数株主持分 427 512

純資産合計 116,845 113,435

負債純資産合計 322,523 303,756
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高   

完成工事高 45,890 55,591

不動産事業等売上高 5,747 3,539

売上高合計 51,638 59,131

売上原価   

完成工事原価 46,005 53,647

不動産事業等売上原価 4,874 2,961

売上原価合計 50,880 56,608

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △115 1,944

不動産事業等総利益 873 577

売上総利益合計 757 2,522

販売費及び一般管理費 3,050 3,209

営業損失（△） △2,292 △687

営業外収益   

受取利息 39 30

受取配当金 429 381

その他 216 162

営業外収益合計 685 574

営業外費用   

支払利息 326 183

為替差損 125 331

その他 88 42

営業外費用合計 540 556

経常損失（△） △2,147 △669

特別利益   

固定資産売却益 26 2

特別利益合計 26 2

特別損失   

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 49 13

ゴルフ会員権評価損 115 0

じん肺訴訟和解金 11 25

その他 5 5

特別損失合計 182 44

税金等調整前四半期純損失（△） △2,304 △712

法人税等 △81 0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,223 △712

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 48

四半期純損失（△） △2,213 △761
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,223 △712

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △452 △1,685

繰延ヘッジ損益 △2 －

為替換算調整勘定 27 110

その他の包括利益合計 △428 △1,574

四半期包括利益 △2,651 △2,286

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,649 △2,371

少数株主に係る四半期包括利益 △2 84
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６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  セグメント利益又は損失（△）の調整額△14百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

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損失と調整を行っております。 

  

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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  セグメント利益又は損失（△）の調整額△3百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

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損失と調整を行っております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(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土木事業 建築事業 不動産事業等

売上高

  外部顧客への売上高 15,555 30,588 5,494 51,638 ― 51,638

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 21 162 183 △183 ―

計 15,555 30,609 5,657 51,822 △183 51,638

セグメント利益 
又は損失（△）

△1,066 △1,891 679 △2,278 △14 △2,292

(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土木事業 建築事業 不動産事業等

売上高

  外部顧客への売上高 23,377 32,283 3,470 59,131 ― 59,131

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 79 79 △79 ―

計 23,377 32,283 3,549 59,210 △79 59,131

セグメント利益 
又は損失（△）

△28 △1,012 356 △684 △3 △687
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（報告セグメントの区分及びセグメント利益の測定方法の変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、社内組織体制の変更に伴い業績評価方法を見直したため、報告セグメ

ントの区分及びセグメント利益の測定方法を変更しております。  

 従来、「建設事業（土木）」「建設事業（建築）」「不動産事業等」の３事業に区分しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より、建設部門をそれぞれ「土木事業」「建築事業」と改め、「不動産事

業等」に含めていた兼業事業の一部（調査・設計業務など、工事の請負ではない建設部門の関連事業）を

それぞれ該当するセグメントに含めております。 

 また、従来、全社費用については各報告セグメントに配分しておりませんでしたが、当第１四半期連結

会計期間より各報告セグメントに配分しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分及びセグメント損益の測

定方法により作成しており、前第１四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 

  

（減価償却方法の変更） 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。 

 なお、この変更によりセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

（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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※その他特記事項 

１．上記の個別業績は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

２．「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

４．補足情報

(1) 個別業績の概況（参考）

 平成25年３月期第１四半期の個別業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

 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 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 ％

25年３月期第１四半期 55,633 18.2 △817 ─ △799 ─ △804 ─

24年３月期第１四半期 47,073 △11.1 △2,572 ─ △2,443 ─ △2,507 ─

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

25年３月期第１四半期 △2.90 ─

24年３月期第１四半期 △9.05 ─

 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 ％

25年３月期第１四半期 291,519 110,866 38.0

24年３月期 310,536 114,479 36.9

(参考)自己資本 25年３月期第１四半期 110,866百万円 24年３月期 114,479百万円
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 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１四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国内官公庁工事が67億円増加しまし

たが、前年同四半期は海外において大型工事の受注があったことから、全体としては365億円の減少（前

年同四半期比46.5％減）となりました。 

なお、前回発表（平成24年５月10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。 

(2) 個別受注の概況（参考）

受 注 高

百万円 ％

25年３月期第１四半期累計期間 42,073 △46.5

24年３月期第１四半期累計期間 78,604 74.7

（参考）受注実績内訳 （単位：百万円）

区    分

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

比 較 増 減(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

至 平成23年６月30日) 至 平成24年６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 4,484 5.7 11,933 28.3 7,448 166.1

国内民間 4,527 5.8 1,045 2.5 △3,481 △76.9

海  外 43,553 55.4 68 0.2 △43,485 △99.8

計 52,565 66.9 13,047 31.0 △39,517 △75.2

建 
  
  
築

国内官公庁 2,434 3.1 1,751 4.2 △683 △28.1

国内民間 21,404 27.2 24,406 58.0 3,002 14.0

海  外 58 0.1 60 0.1 1 3.3

計 23,897 30.4 26,218 62.3 2,320 9.7

合 
  
  
計

国内官公庁 6,919 8.8 13,684 32.5 6,765 97.8

国内民間 25,931 33.0 25,452 60.5 △479 △1.8

海  外 43,612 55.5 129 0.3 △43,483 △99.7

計 76,463 97.3 39,266 93.3 △37,197 △48.6

不 動 産 事 業 等 2,141 2.7 2,807 6.7 666 31.1

計 78,604 100.0 42,073 100.0 △36,530 △46.5

通  期

百万円 ％

25年３月期予想 241,000 △7.7

24年３月期実績 261,153 13.7
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