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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 6,724 14.1 146 △66.1 155 △64.0 81 △58.5

24年3月期第2四半期 5,895 29.0 431 469.7 433 514.6 196 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 129百万円 （△32.9％） 24年3月期第2四半期 192百万円 （―％）

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 7.81 ―

24年3月期第2四半期 18.85 ―

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 9,230 3,189 29.2
24年3月期 10,154 3,099 26.1

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,692百万円 24年3月期  2,646百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
25年3月期 ― ―

25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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 13,800 2.8 300 △59.6 280 △62.0 170 △48.6 16.28



(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。業績予想の前提となる条件及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、四半期
決算短信(添付資料)２ページ「(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  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 10,596,509 株 24年3月期 10,596,509 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 154,879 株 24年3月期 153,736 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 10,442,149 株 24年3月期2Q 10,443,817 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要を背景に緩やかに改善の兆しが見え

てきたものの、欧州の財政危機による世界経済の減速や円高の長期化等により景気の先行きは不透明な

状況が続きました。 

当社グループが主事業として展開している建設産業におきましては、震災関係の本復旧工事や耐震補

強関連工事は増加傾向にあるものの、民間設備投資については景気の先行き不透明感から低水準で推移

しており、また、建設関連の主要労務費の高騰が顕著にあらわれてきており、熾烈な受注競争及び価格

競争を強いられ、経営環境は引き続き厳しい状況が続いています。 

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めた結果、当第２四半期

連結累計期間の受注は、6,940百万円(前年同四半期比13.6％減少)となり、売上高については、例年第

４四半期連結会計期間に集中するという、四半期別売上高に季節的変動があるものの、当第２四半期連

結累計期間は6,724百万円(前年同四半期比14.1％増加)となりました。 

また、利益面については、売上高は増加したものの建設事業の工事利益率は低下したため、営業利益

は146百万円(前年同四半期比66.1％減少)、経常利益は155百万円(前年同四半期比64.0％減少)となり、

四半期純利益は81百万円(前年同四半期比58.5％減少)となりました。 
  

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて845百万円（14.0％）減少し、5,179百万円となりました。こ

れは主に、未成工事支出金が51百万円増加したものの、現金預金が238百万円、受取手形・完成工事未

収入金等が708百万円それぞれ減少したこと等によります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて78百万円（1.9％）減少し、4,051百万円となりました。これ

は主に、有形固定資産が建物・構築物の売却により26百万円、減価償却により31百万円、投資有価証券

が５百万円、長期貸付金が９百万円それぞれ減少したこと等によります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて924百万円（9.1％）減少し、9,230百万円となりま

した。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて876百万円（14.8％）減少し、5,055百万円となりました。こ

れは主に、未成工事受入金が281百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等が219百万円、短期借

入金が792百万円、未払法人税等が164百万円それぞれ減少したこと等によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて136百万円（12.2％）減少し、985百万円となりました。これ

は主に、長期借入金が117百万円,資産除去債務が18百万円それぞれ減少したこと等によります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1,013百万円(14.4％)減少し、6,041百万円となり

ました。  

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて89百万円（2.9％）増加し、3,189百万円となりました。こ

れは主に、その他有価証券評価差額金が３百万円減少したものの、利益剰余金が50百万円、少数株主持

分が42百万円増加したこと等によります。 
  

通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月15日発表の業績予想に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な不確定要素が内在しているため、予想値と異なる可能性

があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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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。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 2,473,943 2,235,259

受取手形・完成工事未収入金等 2,737,296 2,028,454

未成工事支出金 116,745 168,692

その他のたな卸資産 562,894 537,179

繰延税金資産 46,284 59,403

その他 93,246 160,439

貸倒引当金 △5,469 △10,237

流動資産合計 6,024,941 5,179,191

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 2,629,607 2,540,587

機械、運搬具及び工具器具備品 872,094 732,459

土地 2,766,429 2,765,522

その他 26,176 37,595

減価償却累計額 △2,605,603 △2,433,246

有形固定資産合計 3,688,703 3,642,917

無形固定資産 21,277 21,075

投資その他の資産   

投資有価証券 179,563 174,066

長期貸付金 131,386 121,921

その他 180,142 164,456

貸倒引当金 △71,469 △73,082

投資その他の資産合計 419,623 387,362

固定資産合計 4,129,605 4,051,355

資産合計 10,154,546 9,230,546

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,850,769 2,631,739

短期借入金 1,972,008 1,179,412

未払法人税等 232,161 67,182

未成工事受入金 404,711 685,949

賞与引当金 57,941 72,533

役員賞与引当金 7,200 －

完成工事補償引当金 10,909 6,610

工事損失引当金 100,014 51,305

その他 296,671 360,710

流動負債合計 5,932,386 5,055,442
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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) 

固定負債   

長期借入金 267,545 150,311

再評価に係る繰延税金負債 414,398 414,398

退職給付引当金 13,538 14,327

役員退職慰労引当金 71,792 72,917

資産除去債務 27,087 8,201

負ののれん 45,988 44,034

その他 281,901 281,515

固定負債合計 1,122,251 985,705

負債合計 7,054,638 6,041,148

純資産の部   

株主資本   

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 1,348,832 1,399,093

自己株式 △17,372 △17,522

株主資本合計 1,990,092 2,040,202

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,061 △4,344

土地再評価差額金 657,017 657,017

その他の包括利益累計額合計 655,955 652,672

少数株主持分 453,860 496,523

純資産合計 3,099,908 3,189,398

負債純資産合計 10,154,546 9,230,546
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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 5,895,355 6,724,657

売上原価 4,918,788 6,024,202

売上総利益 976,566 700,455

販売費及び一般管理費 544,913 553,935

営業利益 431,653 146,519

営業外収益   

受取利息 5,388 1,582

受取配当金 1,990 1,966

受取保険金 12,038 16,358

受取賃貸料 4,118 937

その他 7,853 7,581

営業外収益合計 31,389 28,427

営業外費用   

支払利息 18,069 11,077

その他 11,603 7,875

営業外費用合計 29,673 18,952

経常利益 433,370 155,994

特別利益   

固定資産売却益 － 23,097

特別利益合計 － 23,097

特別損失   

固定資産売却損 － 116

固定資産除却損 28 －

減損損失 129,467 －

特別損失合計 129,496 116

税金等調整前四半期純利益 303,874 178,974

法人税、住民税及び事業税 181,058 60,324

法人税等調整額 △62,796 △14,009

法人税等合計 118,262 46,315

少数株主損益調整前四半期純利益 185,611 132,659

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,204 51,070

四半期純利益 196,816 81,588
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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利益 185,611 132,659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,059 △3,290

その他の包括利益合計 7,059 △3,290

四半期包括利益 192,671 129,368

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 203,894 78,305

少数株主に係る四半期包括利益 △11,222 51,063
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該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ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の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額1,557千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

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います。 

  

Ⅱ  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の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額904千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

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います。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 5,590,541 212,709 49,910 42,194 5,895,355 ─ 5,895,355

セグメント間の内部

売上高又は振替高
8,031 3,399 ― ─ 11,430 △11,430 ─

計 5,598,573 216,108 49,910 42,194 5,906,786 △11,430 5,895,355

セグメント利益 335,860 79,011 8,759 6,464 430,096 1,557 431,653

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 6,428,283 203,543 52,473 40,357 6,724,657 ─ 6,724,657

セグメント間の内部

売上高又は振替高
19,000 3,487 ― ─ 22,487 △22,487 ─

計 6,447,283 207,031 52,473 40,357 6,747,145 △22,487 6,724,657

セグメント利益 49,016 84,136 10,924 1,537 145,614 904 146,519

（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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（１）四半期個別受注の状況 

① 個別受注実績     (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
(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、前年同四半期増減率(参考)受注実績内訳 

  

(参考)受注実績内訳 

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。(単位:百万円) 

 
(注) 1.受注高は、当該四半期までの累計額 

2.パーセント表示は構成比率 

  

４．補足情報

受注高

24年３月期第２四半期 7,704百万円 44.3％

25年３月期第２四半期 6,469百万円 △16.0％

区    分
平成25年３月期
第２四半期

平成24年３月期
第２四半期

比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

土 
  
木

官 公 庁 2,014 (31.2％) 2,001 (26.0％) 12 0.6％

民   間 156 ( 2.4  ) 387 ( 5.0  ) △231 △59.6

計 2,170 (33.6  ) 2,389 (31.0  ) △218 △9.1

建 
  
築

官 公 庁 2,184 (33.8  ) 1,738 (22.6  ) 445 25.6

民   間 2,115 (32.6  ) 3,576 (46.4  ) △1,461 △40.9

計 4,299 (66.4  ) 5,315 (69.0  ) △1,015 △19.1

合 
  
計

官 公 庁 4,198 (65.0  ) 3,740 (48.6  ) 457 12.2

民   間 2,271 (35.0  ) 3,964 (51.4  ) △1,692 △42.7

計 6,469 (100.0  ) 7,704 (100.0  ) △1,234 △16.0
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