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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 27,447 10.7 △772 ― △764 ― △635 ―
24年3月期第2四半期 24,801 △2.8 △633 ― △632 ― △429 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △1,239百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △964百万円 （―％）

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2四半期 △29.26 ―
24年3月期第2四半期 △19.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 48,855 9,980 20.4 459.73
24年3月期 54,353 11,328 20.8 521.84
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,980百万円 24年3月期  11,328百万円

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

24年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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、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 2.8 780 184.3 680 189.2 360 13.8 16.58



(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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 21,720,000 株 24年3月期 21,720,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 10,493 株 24年3月期 10,483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 21,709,508 株 24年3月期2Q 21,710,019 株
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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のわが国経済は、復興関連需要など一部では緩やかな回復が見られたものの、海外経

済の減速や円高基調の継続などから、輸出や生産活動が弱含みで推移し、景気回復の動きに停滞感が強まる状況で

推移いたしました。 

当社グループの主要事業であります建設業界におきましては、公共投資や民間設備投資については、復興関連需

要により緩やかな回復傾向とはいえ依然低水準で推移しており、受注環境は厳しい状況のまま推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、徹底した顧客志向と利益へのこだわりをもって、受注拡大、業務改善

に取り組んでおります。受注拡大につきましては、お客様とのリレーションをこれまで以上に強化し、信頼関係を

構築・深化させ、きめ細かな提案とサービスの提供により特命受注化をはかっております。また、分譲マンション

の専門的対応、不動産情報の集約・一元化、復興需要への対応強化、大和ハウスグループ、小田急グループへの提

案営業などにより、受注拡大を目指しております。業務改善につきましては、大和ハウスグループとの共同調達な

どにより、コスト削減をはかっております。 

この結果、前年の震災による工事受注、工事進捗の影響を受けたことから、当第２四半期連結累計期間の受注工

事高につきましては、前年同四半期比14.3%増の256億９千８百万円となりました。売上高につきましては、前年同

四半期比10.7%増の274億４千７百万円となりました。利益につきましては、不動産事業において利益が増加したも

のの、営業損失として７億７千２百万円（前年同四半期は６億３千３百万円の営業損失）、経常損失として７億６

千４百万円（前年同四半期は６億３千２百万円の経常損失）、四半期純損失として６億３千５百万円（前年同四半

期は４億２千９百万円の四半期純損失）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、主たる事業である建築事業および土木事業において、契約により工事の完成引

渡が第４四半期連結会計期間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おける

売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がございます。 

セグメントの実績は次のとおりであります。 

（建築事業） 

売上高につきましては、震災による減少からの回復などにより、前年同四半期比15.8%増の219億８百万円となり

ました。営業損益につきましては、熾烈な受注競争、労務不足による労務費高騰などにより、工事の採算性が低下

したことから、９億８百万円の営業損失（前年同四半期は８億２千９百万円の営業損失）となりました。 

（土木事業） 

売上高につきましては、期首手持ち工事高の減少などにより、前年同四半期比14.8%減の46億３百万円となりま

した。営業損益につきましては、２億３千５百万円の営業損失（前年同四半期は５千３百万円の営業損失）となり

ました。 

（不動産事業） 

売上高につきましては、平成24年７月20日に完成した「ダイワロイネットホテル札幌すすきの」の賃貸収入の増

加、自社施工の分譲マンション売上が増加したことにより、前年同四半期比98.5%増の９億３千６百万円となりま

した。営業損益につきましては、３億７千２百万円の営業利益（前年同四半期は２億４千９百万円の営業利益）と

なりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は488億５千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億９

千７百万円の減少となりました。主な原因といたしましては、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるもので

す。 

② 負債 

負債の残高は388億７千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億４千８百万円の減少となりました。主な

原因といたしましては、支払手形・工事未払金等の減少によるものです。 

③ 純資産 

純資産の残高は99億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ13億４千８百万円の減少となりました。主な原因

といたしましては、当第２四半期純損失により利益剰余金が減少したほか、その他有価証券評価差額金の減少によ

るものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９日に公表いたしました予想からの変更はご

ざいません。 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる損益への影響額は軽微であります。 

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：千円）

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 2,514,245 3,484,619

受取手形・完成工事未収入金等 21,355,068 16,706,640

販売用不動産 548,519 370,405

未成工事支出金 1,450,446 1,279,749

不動産事業支出金 3,638,752 4,328,822

材料貯蔵品 245,197 240,782

繰延税金資産 230,074 269,801

短期貸付金 1,302,194 2,194

未収消費税等 1,136,793 149,583

その他 606,657 616,716

流動資産合計 33,027,947 27,449,314

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,958,028 6,535,617

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 341,992 336,298

建設仮勘定 839,050 －

土地 11,208,162 11,227,714

リース資産（純額） 17,753 24,422

有形固定資産合計 17,364,987 18,124,052

無形固定資産   

電話加入権 18,182 18,182

ソフトウエア 133,161 91,799

無形固定資産合計 151,344 109,982

投資その他の資産   

投資有価証券 3,430,226 2,800,969

長期貸付金 27,388 25,666

その他 369,670 359,242

貸倒引当金 △18,279 △13,441

投資その他の資産合計 3,809,005 3,172,437

固定資産合計 21,325,337 21,406,472

資産合計 54,353,285 48,855,787
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（単位：千円）

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 20,690,164 17,017,807

短期借入金 12,409,000 11,623,000

未成工事受入金 1,315,391 1,946,521

完成工事補償引当金 123,095 87,000

工事損失引当金 263,793 469,541

その他 1,145,698 1,072,016

流動負債合計 35,947,142 32,215,887

固定負債   

長期借入金 1,513,000 845,000

退職給付引当金 4,003,421 4,343,671

再評価に係る繰延税金負債 727,237 727,237

繰延税金負債 329,653 36,023

その他 503,883 707,531

固定負債合計 7,077,196 6,659,465

負債合計 43,024,339 38,875,352

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 8,054,902 7,311,163

自己株式 △2,650 △2,652

株主資本合計 10,700,098 9,956,357

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △40,105 △644,875

土地再評価差額金 668,952 668,952

その他の包括利益累計額合計 628,846 24,076

純資産合計 11,328,945 9,980,434

負債純資産合計 54,353,285 48,855,787
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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：千円）

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 24,329,672 26,511,121

兼業事業売上高 471,750 936,222

売上高合計 24,801,422 27,447,344

売上原価   

完成工事原価 23,205,023 25,836,459

兼業事業売上原価 198,250 405,505

売上原価合計 23,403,274 26,241,964

売上総利益   

完成工事総利益 1,124,648 674,662

兼業事業総利益 273,500 530,717

売上総利益合計 1,398,148 1,205,379

販売費及び一般管理費 2,031,973 1,977,412

営業損失（△） △633,824 △772,033

営業外収益   

受取利息 19,971 3,932

受取配当金 45,795 46,785

還付加算金 － 26,931

雑収入 12,308 8,827

営業外収益合計 78,075 86,476

営業外費用   

支払利息 76,488 73,093

雑支出 － 6,000

営業外費用合計 76,488 79,093

経常損失（△） △632,238 △764,649

特別利益   

償却債権取立益 832 －

固定資産売却益 － 44

固定資産受贈益 － 4,385

その他 50 90

特別利益合計 882 4,519

特別損失   

固定資産除売却損 1,974 28,644

投資有価証券評価損 62,401 －

退職給付制度改定損 － 121,783

その他 2,146 9,486

特別損失合計 66,522 159,914

税金等調整前四半期純損失（△） △697,877 △920,043

法人税、住民税及び事業税 26,920 22,905

法人税等調整額 △294,870 △307,758

法人税等合計 △267,950 △284,852

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △429,926 △635,191

四半期純損失（△） △429,926 △635,191
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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：千円）

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損失（△） △429,926 △635,191

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △534,498 △604,770

その他の包括利益合計 △534,498 △604,770

四半期包括利益 △964,424 △1,239,961

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △964,424 △1,239,961
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △697,877 △920,043

減価償却費 242,118 254,081

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △4,838

退職給付引当金の増減額（△は減少） 260,289 218,466

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △66,370 △36,094

工事損失引当金の増減額（△は減少） 181,192 205,748

受取利息及び受取配当金 △65,767 △50,718

支払利息 76,488 73,093

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,974 28,599

投資有価証券評価損益（△は益） 62,401 －

固定資産受贈益 － △4,385

退職給付制度改定損 － 121,783

売上債権の増減額（△は増加） 3,579,023 4,648,427

未成工事支出金の増減額（△は増加） 150,695 170,696

不動産事業支出金の増減額（△は増加） △1,489,981 △690,069

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,807,799 987,209

仕入債務の増減額（△は減少） △4,343,054 △3,672,356

未成工事受入金の増減額（△は減少） 909,689 631,129

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,910,526 －

その他 △312,281 244,716

小計 △5,229,785 2,205,445

利息及び配当金の受取額 47,089 113,611

利息の支払額 △76,288 △70,720

法人税等の支払額 △53,287 △40,413

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,312,272 2,207,922

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 △3,719,762 △970,361

有形固定資産の売却による収入 － 78

無形固定資産の取得による支出 △16,008 △560

投資有価証券の取得による支出 △1,091 △1,111

貸付金の回収による収入 1,772 1,301,722

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,735,089 329,767

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） 5,400,000 △270,000

長期借入金の返済による支出 △1,142,000 △1,184,000

配当金の支払額 △108,550 △108,547

その他 △5,453 △4,769

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,143,996 △1,567,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,903,365 970,373

現金及び現金同等物の期首残高 8,155,707 2,514,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,252,342 3,484,619
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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。 

（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）重要な後発事象
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生産、受注及び販売の状況 

受注実績（連結） 

  
受注実績（個別） 

  
売上実績（連結） 

  
売上実績（個別） 

  
手持工事高（個別） 

（注）１．当社グループでは、建築事業・土木事業以外は受注生産を行っておりません。 

２．当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。 

３．上記の金額には、消費税は含んでおりません。 

４．補足情報

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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  16,854  74.9  18,438  71.7  9.4

土木事業  5,636  25.1  7,259  28.3  28.8

合計  22,490  100.0  25,698  100.0  14.3

区分 

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  16,414  74.9  17,888  71.4  9.0

土木事業  5,505  25.1  7,175  28.6  30.3

合計  21,919  100.0  25,063  100.0  14.3

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） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  18,925  76.3  21,908  79.8  15.8

土木事業  5,404  21.8  4,603  16.8  △14.8

不動産事業  471  1.9  936  3.4  98.5

合計  24,801  100.0  27,447  100.0  10.7

区分 

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

対前年同 
四半期比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  18,580  76.1  21,617  79.7  16.3

土木事業  5,362  22.0  4,545  16.8  △15.2

不動産事業  471  1.9  936  3.5  98.5

合計  24,414  100.0  27,098  100.0  11.0

区分 

前第２四半期累計期間 
（平成23年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（平成24年９月30日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減率 
（％） 

建築事業  30,599  74.4  27,079  72.4  △11.5

土木事業  10,555  25.6  10,323  27.6  △2.2

合計  41,154  100.0  37,403  100.0  △9.1
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