




  

 
 ※各株式数には当社が発行する優先株式を含めております。 

 ※1株当たり四半期純利益は、③期中平均株式数を算定上の基礎としております。 

 ※1株当たり純資産は、普通株式の期末発行済株式数を算定上の基礎としております。 

  

(％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 

※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、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しているため、実際

の業績等は予想数値と異なる可能性があります。 

  

  (参考) 発行済株式数について

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期２Ｑ 190,572,037株 24年3月期 192,902,037株

②期末自己株式数 25年3月期２Ｑ 208,548株 24年3月期 206,266株

③期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期２Ｑ 192,299,443株 24年3月期２Ｑ 164,966,572株

  (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）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 75,000 18.4 2,700 36.2 2,500 37.4 13.13



世紀東急工業株式会社(1898)平成25年３月期 第２四半期決算短信

-　1　-



世紀東急工業株式会社(1898)平成25年３月期 第２四半期決算短信

-　2　-



世紀東急工業株式会社(1898)平成25年３月期 第２四半期決算短信

-　3　-



世紀東急工業株式会社(1898)平成25年３月期 第２四半期決算短信

-　4　-



世紀東急工業株式会社(1898)平成25年３月期 第２四半期決算短信

-　5　-



世紀東急工業株式会社(1898)平成25年３月期 第２四半期決算短信

-　6　-



世紀東急工業株式会社(1898)平成25年３月期 第２四半期決算短信

-　7　-



（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（△）

△306 575

減価償却費 340 320

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 32

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 117 14

受取利息及び受取配当金 △1 △3

支払利息 71 61

有形固定資産売却損益（△は益） 0 0

有形固定資産除却損 11 1

売上債権の増減額（△は増加） 7,397 7,574

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,173 △2,832

仕入債務の増減額（△は減少） △5,634 △4,756

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,125 2,212

その他 33 209

小計 957 3,404

利息及び配当金の受取額 1 3

利息の支払額 △74 △66

法人税等の支払額 △98 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー 786 3,258

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 △384 △270

有形固定資産の売却による収入 1 13

ゴルフ会員権の売却による収入 2 －

貸付金の回収による収入 8 7

その他 △18 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △390 △260

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） － △0

長期借入金の返済による支出 △500 △1,000

自己株式の取得による支出 △1,025 △1,177

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,525 △2,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,129 821

現金及び現金同等物の期首残高 3,006 3,206

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,872 4,027
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該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末と比較して、以下のとおり株主資本の金額に著しい変動が認められます。 
                                                                                        (単位：百万円） 

 
  

  

  

      四半期個別受注の概況 

 
  

（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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成24年３月31日残高 2,000 500 6,318 △20 8,798

当第２四半期連結累計期間の
変動額

  自己株式の取得 ― ― ― △1,177 △1,177

  自己株式の消却 ― ― △1,177 1,177 ―

  四半期純利益 ― ― 467 ― 467

当第２四半期連結累計期間の
変動額合計

― ― △710 △0 △710

平成24年９月30日残高 2,000 500 5,608 △20 8,088

３．補足情報

個別受注の実績

受 注 高

25年３月期第２四半期 30,165百万円   △3.5%

24年３月期第２四半期 31,269百万円   13.6%

（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、対前年同四半期比較増減率

  受注実績の内訳   （単位：百万円）

前年第２四半期 当第２四半期

（平成24年３月期 （平成25年３月期 増 減 前 期

区   分  第２四半期） 第２四半期） （平成24年３月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 9,319 29.8 6,010 19.9 △3,308 △35.5 20,423 29.7

受 
注 
高

国内民間 13,956 44.6 14,816 49.1 859 6.2 28,921 42.0

  計 23,275 74.4 20,826 69.0 △2,449 △10.5 49,345 71.7

 製 品 部 門 等 7,994 25.6 9,338 31.0 1,344 16.8 19,484 28.3

合   計 31,269 100.0 30,165 100.0 △1,104 △3.5 68,829 100.0
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