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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 47,589 △20.5 △3,583 ― △3,521 ― △3,776 ―
24年3月期第2四半期 59,838 16.2 △1,097 ― △1,084 ― △1,284 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △5,137百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △2,398百万円 （―％）

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 △52.53 ―
24年3月期第2四半期 △17.86 ―

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 139,742 24,963 17.9 347.26
24年3月期 151,905 30,094 19.8 418.63
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  24,963百万円 24年3月期  30,094百万円

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  
（注）今期の期末配当は未定であります。 

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 ― ― ― 0.00 0.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― ― ―

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 113,900 △15.0 △2,230 ― △2,330 ― △2,650 ― △36.86



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２頁「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」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
するレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
  その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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 
  条件およ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２頁「１．当四半期決算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」をご覧ください。 
２． 平成25年３月期の株主配当につきましては、業績等を勘案した上で、開示が可能となった時点で速やかに公表する予定です。 

※  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 73,531,406 株 24年3月期 73,531,406 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,643,581 株 24年3月期 1,643,581 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 71,887,825 株 24年3月期2Q 71,888,482 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市場は、公共投資は増加したものの、民間設備投資は

製造業を中心とする生産拠点の海外移転が進む一方で、国内設備投資に対する慎重な姿勢に変化

はなく、受注競争は熾烈を極めました。また、労務費の高騰によるコスト上昇も相俟って、一段

と厳しい経営環境下で推移しました。 

 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 

売上高につきましては、建設事業46,761百万円に不動産事業827百万円を加えた47,589百万円

（前年同四半期比20.5％減）となりました。利益面につきましては、営業利益は△3,583百万円

（前年同四半期は△1,097百万円の営業利益）、経常利益は△3,521百万円（前年同四半期は

△1,084百万円の経常利益）、四半期純利益は△3,776百万円（前年同四半期は△1,284百万円の

四半期純利益）となりました。 

なお、建設事業につきましては、工事の完成引渡し時期が第４四半期連結会計期間に集中する

傾向があるため、第４四半期連結会計期間の工事進捗率が高くなることにより、売上高は通期の

業績に対し第２四半期連結累計期間の割合が低くなる季節的変動があります。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末比12,163百万円減(8.0％

減)の139,742百万円となりました。その内訳としましては、流動資産は、前連結会計年度末比

9,772百万円減(9.9％減)の88,722百万円、固定資産は、前連結会計年度末比2,390百万円減

(4.5％減)の51,019百万円となりました。 

 負債の部は、前連結会計年度末比7,032百万円減(5.8％減)の114,778百万円となりました。そ

の内訳としましては、流動負債は、前連結会計年度末比8,480百万円減(8.9％減)の86,923百万

円、固定負債は、前連結会計年度末比1,448百万円増(5.5％増)の27,854百万円となりました。 

 純資産の部は、前連結会計年度末比5,130百万円減(17.0％減)の24,963百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比

915百万円減の25,718百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、255百万円の支出

超過、投資活動によるキャッシュ・フローは、50百万円の支出超過、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは、559百万円の支出超過となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 第２四半期業績及び今後の見通しを勘案し、平成24年５月９日に公表いたしました平成25年３

月期業績予想数値を修正いたしました。 

 なお、詳細につきましては、平成24年11月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

（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 

会計方針の変更   

（減価償却方法の変更）   

 当社および国内連結子会社は、法人税法の変更に伴い、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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。     
   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 26,634 25,718

受取手形・完成工事未収入金等 51,786 40,664

未成工事支出金 9,680 10,667

販売用不動産 85 84

その他 10,322 11,601

貸倒引当金 △14 △13

流動資産合計 98,494 88,722

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,950 12,950

その他（純額） 4,548 4,496

有形固定資産合計 17,499 17,446

無形固定資産 26 26

投資その他の資産   

投資有価証券 35,204 32,882

その他 2,236 2,211

貸倒引当金 △1,556 △1,546

投資その他の資産合計 35,884 33,546

固定資産合計 53,410 51,019

資産合計 151,905 139,742



（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 41,446 31,876

短期借入金 25,134 24,969

1年内償還予定の社債 3,000 －

未払法人税等 70 65

未成工事受入金 17,928 22,532

完成工事補償引当金 84 79

賞与引当金 105 59

工事損失引当金 3,243 3,897

その他 4,391 3,443

流動負債合計 95,404 86,923

固定負債   

社債 1,500 3,000

長期借入金 11,366 12,490

繰延税金負債 6,790 6,022

退職給付引当金 4,887 4,478

役員退職慰労引当金 178 183

その他 1,683 1,680

固定負債合計 26,405 27,854

負債合計 121,810 114,778

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金 522 522

利益剰余金 14,692 10,922

自己株式 △406 △406

株主資本合計 18,504 14,734

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,988 10,611

為替換算調整勘定 △398 △381

その他の包括利益累計額合計 11,590 10,229

純資産合計 30,094 24,963

負債純資産合計 151,905 139,742



（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 59,019 46,761

不動産事業等売上高 818 827

売上高合計 59,838 47,589

売上原価   

完成工事原価 57,642 48,094

不動産事業等売上原価 292 320

売上原価合計 57,934 48,415

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 1,377 △1,333

不動産事業等総利益 526 507

売上総利益合計 1,903 △826

販売費及び一般管理費 3,000 2,756

営業損失（△） △1,097 △3,583

営業外収益   

受取利息 34 26

受取配当金 387 419

その他 77 100

営業外収益合計 500 546

営業外費用   

支払利息 317 316

為替差損 100 74

その他 70 92

営業外費用合計 488 484

経常損失（△） △1,084 △3,521

特別利益   

固定資産売却益 9 －

貸倒引当金戻入額 － 10

国庫補助金 8 －

その他 － 1

特別利益合計 17 12

特別損失   

投資有価証券評価損 149 194

その他 11 12

特別損失合計 161 207

税金等調整前四半期純損失（△） △1,228 △3,716

法人税、住民税及び事業税 60 63

法人税等調整額 △4 △3

法人税等合計 55 60

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,284 △3,776

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △1,284 △3,776



（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損失（△） △1,284 △3,776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,105 △1,377

為替換算調整勘定 △8 16

その他の包括利益合計 △1,114 △1,360

四半期包括利益 △2,398 △5,137

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,398 △5,137

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損失（△） △1,228 △3,716

減価償却費 182 149

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △9

工事損失引当金の増減額（△は減少） △342 654

退職給付引当金の増減額（△は減少） △425 △409

受取利息及び受取配当金 △422 △445

支払利息 317 316

有形固定資産売却損益（△は益） △9 －

投資有価証券評価損益（△は益） 149 194

売上債権の増減額（△は増加） 4,579 11,122

未成工事支出金の増減額（△は増加） 2,032 △986

販売用不動産の増減額（△は増加） 7 0

仕入債務の増減額（△は減少） △2,942 △9,569

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,958 4,603

その他 △3,853 △2,245

小計 2,000 △341

利息及び配当金の受取額 412 436

利息の支払額 △306 △283

法人税等の支払額 △55 △67

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,051 △255

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 △20 △83

有形固定資産の売却による収入 10 －

投資有価証券の取得による支出 △155 △14

貸付金の回収による収入 22 22

その他 △27 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △170 △50

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） 1,450 △150

長期借入れによる収入 6,694 1,500

長期借入金の返済による支出 △190 △391

社債の発行による収入 － 1,500

社債の償還による支出 △8,725 △3,000

自己株式の取得による支出 △0 －

その他 21 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △749 △559

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78 △50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,052 △915

現金及び現金同等物の期首残高 32,247 26,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,299 25,718



該当事項はありません。   
   

   

該当事項はありません。   

   

   

  

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額 

   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

   

  

  

  

  

（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

４．補足情報

（１）個別受注実績

  受 注 高 

   百万円  ％ 

平成25年３月期第２四半期 43,895 23.3 

平成24年３月期第２四半期 35,585 △5.7  

   

区 分  

  

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 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％）  

金額 

（百万円）

構成比  

（％）  

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

建 

 

設 

 

事 

 

業 

建築 

官公庁  2,178  7.1

 86.0

 5,415  18.8

 65.6

 3,236  148.5

民間   28,422  92.9  23,360  81.2  △5,061  △17.8

計   30,601  100.0  28,775  100.0  △1,825  △6.0

土木 

官公庁  1,549  31.1

 14.0

 12,241  81.0

 34.4

 10,692  690.0

民間   3,435  68.9  2,877  19.0  △557  △16.2

計   4,984  100.0  15,119  100.0  10,134  203.3

合計 

官公庁  3,728  10.5

 100.0

 17,657  40.2

 100.0

 13,928  373.6

民間   31,857  89.5  26,237  59.8  △5,619  △17.6

計   35,585  100.0  43,895  100.0  8,309  23.3
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