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（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２四半期  28,656  △6.9  1,323  △56.4  1,082  △61.3  578  △64.5

24年３月期第２四半期  30,793  △5.4  3,035  △21.4  2,798  △21.4  1,629  △12.8

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 494百万円 （ ％）△68.2   24年３月期第２四半期 1,558百万円 （ ％）△10.7

  
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２四半期  13.32  －

24年３月期第２四半期  37.54  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  86,399  28,495  33.0

24年３月期  90,397  28,304  31.3

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 28,489百万円   24年３月期 28,298百万円 

  
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  － 7.00 － 7.00  14.00

25年３月期  － 5.00     

25年３月期（予想）     － 6.00  11.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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、対前期増減率）

  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 

通期  63,000  1.0  2,000  △35.5  1,500  △43.1  900  △30.5  20.74

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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） 25年３月期２Ｑ 44,607,457株 24年３月期 44,607,457株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,203,714株 24年３月期 1,203,577株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 43,403,822株 24年３月期２Ｑ 43,404,009株

 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。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。

 本資料に記載されている業績予想については、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、最終の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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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の経済は、復興需要等を背景として緩やかな持ち直し

の傾向が見られたものの、長引く欧州債務問題を背景とする世界景気の減速や、円高などの影響よ

り、先行きの不透明感が強まりました。 

建設業界におきましても、住宅投資に持ち直しの動きは見られたものの、民間設備投資は全体と

して持ち直しの動きに足踏みがみられるなど、依然厳しい市場環境が続きました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が 百万円（前年同四半期比 ％

減）、営業利益が 百万円（前年同四半期比 ％減）、経常利益が 百万円（前年同四半

期比 ％減）、四半期純利益が 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

売上高の区分につきましては、完成工事高が 百万円(前年同四半期比 %減）、その内訳

は一般建築工事が 百万円（前年同四半期比 ％減）、耐震補強工事が 百万円（前年同

四半期比 ％減）、土木工事が 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。また、

不動産の売買・賃貸事業、仮設資機材賃貸事業、ゴルフ場経営事業等を内訳とする兼業事業売上高

が 百万円（前年同四半期比 ％減）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の残高は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等によ

り、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。 

負債の残高は、借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万

円となりました。 

純資産の残高は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ 百万円増の 百

万円となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、 百

万円となっております。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は 百万円（前年同四半期比 百万円増）となりました。こ

れは主に売上債権の回収が進んだことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期比 百万円増）となりました。これは

主に固定資産の取得に伴う支出によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は 百万円（前年同四半期比 百万円増）となりました。こ

れは主に借入金に係る返済額が調達額を上回ったことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月９日に公表いたしました平成25年３月期の連結業績予想につきましては、変更はあ

りません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

28,656 6.9

1,323 56.4 1,082

61.3 578 64.5

24,753 7.3

8,550 2.2 10,137

20.7 6,065 17.2

3,902 4.4

3,997 86,399

4,188 57,904

191 28,495

11,892

5,002 2,901

156 40

4,116 2,217
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（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 11,747 12,437

受取手形・完成工事未収入金等 18,784 13,834

未成工事支出金 3,980 6,184

販売用不動産 20,805 20,523

商品及び製品 17 9

材料貯蔵品 284 157

繰延税金資産 358 436

その他 1,830 816

貸倒引当金 △43 △36

流動資産合計 57,764 54,363

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 20,082 20,129

機械、運搬具及び工具器具備品 2,490 2,526

土地 15,717 15,722

リース資産 37 37

建設仮勘定 － 46

減価償却累計額 △11,347 △11,631

有形固定資産合計 26,980 26,831

無形固定資産 331 316

投資その他の資産   

投資有価証券 2,248 2,106

繰延税金資産 1,123 1,026

その他 2,083 1,843

貸倒引当金 △205 △145

投資その他の資産合計 5,250 4,830

固定資産合計 32,563 31,979

繰延資産   

社債発行費 69 56

繰延資産合計 69 56

資産合計 90,397 86,399
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,214 11,700

短期借入金 19,372 16,721

1年内償還予定の社債 1,140 1,140

未払法人税等 224 195

未成工事受入金 1,317 2,731

完成工事補償引当金 179 172

工事損失引当金 17 －

役員賞与引当金 45 25

その他 1,848 2,016

流動負債合計 37,359 34,703

固定負債   

社債 4,280 4,210

長期借入金 12,771 11,684

退職給付引当金 2,783 2,769

役員退職慰労引当金 690 416

資産除去債務 77 78

再評価に係る繰延税金負債 300 300

その他 3,828 3,741

固定負債合計 24,732 23,200

負債合計 62,092 57,904

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 21,157 21,432

自己株式 △575 △575

株主資本合計 34,634 34,909

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 293 210

土地再評価差額金 △6,629 △6,629

その他の包括利益累計額合計 △6,335 △6,419

少数株主持分 5 5

純資産合計 28,304 28,495

負債純資産合計 90,397 86,399
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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 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高   

完成工事高 26,709 24,753

兼業事業売上高 4,084 3,902

売上高合計 30,793 28,656

売上原価   

完成工事原価 20,387 20,162

兼業事業売上原価 3,137 2,872

売上原価合計 23,524 23,035

売上総利益   

完成工事総利益 6,321 4,590

兼業事業総利益 946 1,030

売上総利益合計 7,268 5,621

販売費及び一般管理費 4,233 4,297

営業利益 3,035 1,323

営業外収益   

受取利息 4 1

受取配当金 22 27

その他 30 52

営業外収益合計 57 82

営業外費用   

支払利息 261 233

その他 32 89

営業外費用合計 294 322

経常利益 2,798 1,082

特別利益   

固定資産売却益 1 1

受取保険金 － 100

特別利益合計 1 101

特別損失   

役員退職慰労金 － 196

その他 12 56

特別損失合計 12 253

税金等調整前四半期純利益 2,787 930

法人税、住民税及び事業税 1,235 291

法人税等調整額 △76 60

法人税等合計 1,158 352

少数株主損益調整前四半期純利益 1,628 578

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 1,629 578
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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 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,628 578

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △70 △83

その他の包括利益合計 △70 △83

四半期包括利益 1,558 494

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,558 494

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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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 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 2,787 930

減価償却費 400 416

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △5

受取利息及び受取配当金 △26 △29

支払利息 261 233

売上債権の増減額（△は増加） △1,693 4,956

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,403 △1,805

仕入債務の増減額（△は減少） 3,760 △1,514

未成工事受入金の増減額（△は減少） 459 1,502

その他 △147 801

小計 3,393 5,485

利息及び配当金の受取額 26 28

利息の支払額 △261 △228

法人税等の支払額 △1,057 △283

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,100 5,002

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △183 △301

投資有価証券の売却による収入 30 0

その他 36 145

投資活動によるキャッシュ・フロー △116 △156

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400 350

短期借入金の返済による支出 △971 △5,600

長期借入れによる収入 900 2,500

長期借入金の返済による支出 △1,849 △988

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △303 △303

その他 △73 △74

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,898 △4,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85 730

現金及び現金同等物の期首残高 15,667 11,161

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,753 11,892
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該当事項はありません。   
   

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 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円及

びセグメント間取引消去 百万円を含んでおります。 

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と調整を行っております。  

   

  

当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円及

びセグメント間取引消去 百万円を含んでおります。 

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント 
不動産 

セグメント
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  21,499  5,369  3,924  30,793  －  30,793

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2,423  7  201  2,632  △2,632  －

計  23,922  5,377  4,126  33,425  △2,632  30,793

セグメント利益  4,206  241  180  4,628  △1,592  3,035

△1,592 △1,384

△208

    （単位：百万円） 

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント
不動産 

セグメント
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  18,831 6,132 3,691 28,656  － 28,656

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 3,521 69 170  3,761  △3,761 －

計  22,352 6,202 3,862 32,417  △3,761 28,656

セグメント利益  2,220 374 246 2,841  △1,518 1,323

△1,518 △1,419

△99

（７）重要な後発事象
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受注及び販売の状況（連結） 

（１）受注高 

（２）売上高 

（３）次期繰越高 

  

４．補足情報

  （単位：百万円）

区分 
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 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  201  27  △173  △86.2

民間  20,382  12,745  △7,637  △37.5

計  20,583  12,772  △7,810  △37.9

土木 
官庁  1,256  1,990  733  58.4

民間  5,333  4,941  △391  △7.3

計  6,589  6,931  341  5.2

  官庁  1,458  2,018  560  38.4

  民間  25,715  17,686  △8,029  △31.2

合計  27,173  19,704  △7,468  △27.5

  （単位：百万円）

区分 
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 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  71  26  △45  △63.2

民間  21,460  18,661  △2,799  △13.0

計  21,532  18,687  △2,844  △13.2

土木 
官庁  772  1,026  254  32.9

民間  4,404  5,039  634  14.4

計  5,177  6,065  888  17.2

  官庁  843  1,052  209  24.8

  民間  25,865  23,701  △2,164  △8.4

合計  26,709  24,753  △1,955  △7.3

兼業  4,084  3,902  △181  △4.4

合計  30,793  28,656  △2,137  △6.9

  （単位：百万円）

区分 
前第２四半期連結会計期間末

(平成23年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間末 

(平成24年９月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  129  1  △128  △98.9

民間  37,403  33,910  △3,492  △9.3

計  37,533  33,912  △3,620  △9.6

土木 
官庁  1,459  2,299  840  57.6

民間  7,000  6,834  △165  △2.4

計  8,459  9,134  674  8.0

  官庁  1,589  2,300  711  44.8

  民間  44,403  40,745  △3,657  △8.2

合計  45,992  43,046  △2,946  △6.4
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