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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 27,086 △5.3 39 △92.4 81 △84.2 △360 ―
24年3月期第2四半期 28,588 31.3 524 ― 514 ― 448 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △606百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 163百万円 （―％）

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 △6.84 ―
24年3月期第2四半期 8.51 ―

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 57,254 30,109 52.6 571.75
24年3月期 58,370 31,137 53.3 591.27
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  30,109百万円 24年3月期  31,137百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 8.00 8.00

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 73,500 △0.7 1,650 △26.8 1,650 △27.7 1,100 △34.5 20.89



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、当該変更は「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「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

(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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、本資料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予想数値と異なる
結果になる可能性があります。 

※  注記事項

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   ：  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 57,804,450 株 24年3月期 57,804,450 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 5,142,696 株 24年3月期 5,142,516 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 52,661,833 株 24年3月期2Q 52,662,200 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における建設業界は、民間建設投資に緩やかな回復が見られ、公共建設投資につきま

しても震災復興需要により増加しましたが、東北地方以外の地域における建設投資は、依然として低水準に推移

し、引き続き厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期累計期間における受注高は、前年同期に比べ、震災応急復

旧工事は減少しましたが、本格的な復興工事の受注と首都圏における大型建築工事の受注により、前年同期比

11.9％増の435億９千９百万円となりました。     

 売上高は、東北地方の地域建設子会社において、一部工事の売上計上が第３四半期以降にずれこんだこと等によ

り、前年同期比5.3％減の270億８千６百万円となりました。  

 利益面では、売上高の減少に加え、前期に受注した低採算工事が、当該期間に売上計上されたこと等により利益

率が低下し、売上総利益は前年同期比10.6％減の39億６千２百万円となりました。これにより、営業利益・経常利

益は各々、３千９百万円（前年同期は５億２千４百万円）、８千１百万円（前年同期は５億１千４百万円）となり

ました。四半期純損益は本社社屋建替え関連の損失を計上し、３億６千万円の損失（前年同期は４億４千８百万円

の利益）となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における受注の状況は以下のとおりです。 

  

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 資産につきましては、未成工事支出金の増加を、受取手形・完成工事未収入金等の減少が上回ったため、前連結

会計年度末に比べ11億１千６百万円減少いたしました。 

（負債） 

  負債につきましては、未成工事受入金の増加を、支払手形・工事未払金等の減少及び長期借入金の減少が上回っ

たため、前連結会計年度末に比べ８千８百万円減少いたしました。 

（純資産） 

  純資産につきましては、四半期純損失及び株主配当金の支払い等により利益剰余金が減少したため、前連結会計

年度末に比べ10億２千７百万円減少いたしました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期業績予想につきましては、現時点では平成24年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  今後、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに開示いたします。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業・工種別 

平成24年３月期第２四半期 平成25年３月期第２四半期 

比較増減 増減率 

受注高（百万円） 構成比 受注高（百万円） 構成比 

斜面法面対策工事 16,270 41.8% 15,564 35.7%  △706 △4.3%

 法面保護工事 10,714 27.5% 10,848 24.9%  133 1.3%

 地すべり対策工事 5,556 14.3% 4,716 10.8%  △840 △15.1%

基礎・地盤改良工事 12,716 32.6% 12,290 28.2%  △425 △3.3%

補修・補強工事 814 2.1% 1,176 2.7%  361 44.4%

環境修復工事 184 0.5% 1,771 4.0%  1,586 859.9%

管きょ工事 434 1.1% 479 1.1%  45 10.4%

一般土木工事 3,022 7.8% 3,795 8.7%  773 25.6%

建築工事 5,166 13.2% 7,832 18.0%  2,665 51.6%

その他工事 359 0.9% 688 1.6%  329 91.7%

合計 38,968 100.0% 43,599 100.0%  4,631 11.9%



（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 

（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） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 この変更による四半期連結損益計算書等に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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 9,562 8,688

受取手形・完成工事未収入金等 21,162 16,199

未成工事支出金 6,512 10,623

商品及び製品 29 22

仕掛品 18 18

材料貯蔵品 141 167

未収入金 320 47

その他 916 996

貸倒引当金 △173 △158

流動資産合計 38,491 36,604

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,283 2,176

機械・運搬具（純額） 552 496

土地 9,116 9,116

リース資産（純額） 1,094 1,024

建設仮勘定 42 33

その他（純額） 87 81

有形固定資産合計 13,177 12,928

無形固定資産 172 175

投資その他の資産   

投資有価証券 2,884 2,745

その他 4,240 5,418

貸倒引当金 △595 △618

投資その他の資産合計 6,529 7,545

固定資産合計 19,879 20,649

資産合計 58,370 57,254

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,583 12,285

短期借入金 500 500

1年内返済予定の長期借入金 453 428

未払法人税等 489 187

未成工事受入金 4,203 8,158

完成工事補償引当金 78 136

工事損失引当金 114 105

災害損失引当金 64 46

建替関連損失引当金 － 188

未払費用 1,184 953

その他 933 676



（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) 

流動負債合計 23,606 23,666

固定負債   

長期借入金 890 682

再評価に係る繰延税金負債 1,217 1,217

退職給付引当金 626 764

長期未払金 27 27

リース債務 805 727

その他 59 58

固定負債合計 3,626 3,478

負債合計 27,233 27,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 21,303 20,522

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 32,082 31,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △126 △276

土地再評価差額金 △717 △717

為替換算調整勘定 △102 △198

その他の包括利益累計額合計 △945 △1,191

純資産合計 31,137 30,109

負債純資産合計 58,370 57,254



（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 28,333 26,840

兼業事業売上高 254 245

売上高合計 28,588 27,086

売上原価   

完成工事原価 23,947 22,939

兼業事業売上原価 208 185

売上原価合計 24,156 23,124

売上総利益   

完成工事総利益 4,385 3,901

兼業事業総利益 46 60

売上総利益合計 4,432 3,962

販売費及び一般管理費 3,907 3,922

営業利益 524 39

営業外収益   

受取利息 13 13

受取配当金 26 50

受取賃貸料 26 28

その他 57 54

営業外収益合計 123 147

営業外費用   

支払利息 15 14

為替差損 73 38

支払手数料 22 21

その他 20 30

営業外費用合計 133 105

経常利益 514 81

特別利益   

事業整理益 42 －

その他 77 －

特別利益合計 120 －

特別損失   

建替関連損失 － 292

その他 42 0

特別損失合計 42 293

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（△）

593 △211

法人税、住民税及び事業税 149 149

法人税等調整額 △4 △0

法人税等合計 144 148

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（△）

448 △360

四半期純利益又は四半期純損失（△） 448 △360



（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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

448 △360

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △189 △150

為替換算調整勘定 △95 △96

その他の包括利益合計 △284 △246

四半期包括利益 163 △606

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 163 △606

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

593 △211

減価償却費 440 403

減損損失 － 103

貸倒引当金の増減額（△は減少） 105 7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △35 57

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5 △8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47 137

災害損失引当金の増減額（△は減少） △8 △17

建替関連損失引当金の増減額(△は減少) － 188

受取利息及び受取配当金 △39 △64

支払利息 15 14

手形売却損 2 1

売上債権の増減額（△は増加） 2,900 4,928

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,774 △4,111

たな卸資産の増減額（△は増加） 52 △20

仕入債務の増減額（△は減少） △2,281 △3,289

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,167 3,956

その他 △1,007 △217

小計 △824 1,859

利息及び配当金の受取額 39 64

利息の支払額 △15 △14

手形売却に伴う支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △110 △444

営業活動によるキャッシュ・フロー △914 1,463

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 △45 △219

有形固定資産の売却による収入 436 0

無形固定資産の取得による支出 △45 △36

投資有価証券の取得による支出 △3 △13

関係会社貸付けによる支出 △119 △6

保険積立金の積立による支出 △197 －

保険積立金の解約による収入 203 1

投資不動産の取得による支出 △1,883 △1,351

投資不動産の売却による収入 － 235

その他 △110 △61

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,766 △1,451



（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) 

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） 1,200 －

長期借入金の返済による支出 △233 △233

リース債務の返済による支出 △125 △155

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △416 △416

財務活動によるキャッシュ・フロー 424 △805

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 △81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,295 △874

現金及び現金同等物の期首残高 9,058 9,462

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,762 8,588



  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
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