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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 5,868 1.9 284 179.6 270 241.7 135 793.7
24年3月期第2四半期 5,757 60.0 101 ― 79 ― 15 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 216百万円 （147.4％） 24年3月期第2四半期 87百万円 （―％）

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 17.25 ―
24年3月期第2四半期 1.93 ―

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 9,613 2,416 25.0 306.02
24年3月期 11,359 2,240 19.6 283.56
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,401百万円 24年3月期  2,225百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00
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  ：  有   

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 14,500 △6.6 500 △32.1 440 △36.7 170 △60.3 21.66



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ.３ 「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」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ.３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、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及び
業績予想の利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ.３ 「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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 2社 （社名）
（株）ジェイ・ケイ・ハウス        
（株）リアルタイム

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 7,850,000 株 24年3月期 7,850,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,357 株 24年3月期 1,258 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,848,648 株 24年3月期2Q 7,848,890 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わが国経済は、復興関連の内需が堅調に推移する中で緩やかな景気回復の動

きが見られたものの、欧州と中国経済の減速懸念や長引く円高の影響等により不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの属する建設業界におきましては、引き続き東日本大震災の復興需要はあるものの、労務費や建設

資材価格の上昇傾向が強まるなど先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は、61億99百万円（前年同期比 16.9％減）、売上高は、58億68

百万円（前年同期比 1.9％増）、繰越高は、51億27万円（前年同期比 6.9％増）となりました。利益につきまし

ては、営業利益は、２億84百万円（前年同期比 179.6％増）、経常利益は、２億70百万円（前年同期比 241.7％

増）、四半期純利益は、１億35百万円（前年同期比 793.7％増）となりました。 

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、四半期の業績に

季節的変動があります。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

ア．建築事業 

建築事業においては、受注高は、32億23百万円（前年同期比 23.7％減）、売上高につきましては、33億26百

万円（前年同期比 5.0％減）、繰越高は、20億81百万円（前年同期比 31.3％減）となりました。営業利益

は、２億71百万円（前年同期比 51.3％増）となりました。 

イ．土木緑地事業 

土木緑地事業においては、受注高は、14億36百万円（前年同期比 21.4％減）、売上高は、15億２百万円（前

年同期比 36.2％増）、繰越高は、23億77百万円（前年同期比 90.2％増）となりました。営業利益は、１億32

百万円（前年同期比 104.2％増）となりました。 

ウ．環境関連事業 

環境関連事業においては、受注高は、10億５百万円（前年同期比 11.0％増）、売上高は、５億６百万円（前

年同期比 22.7％減）、繰越高は、６億68百万円（前年同期比 29.4％増）となりました。営業利益は、32百万

円（前年同期比 5.5％増）となりました。 

エ．不動産事業 

不動産事業においては、受注高及び売上高は、75百万円（前年同期比 45.7％増）となりました。営業利益

は、12百万円（前年同期比 683.9％増）となりました。 

オ．その他事業 

その他事業においては、受注高及び売上高は、４億58百万円（前年同期比 2.4％増）となりました。営業利

益は、44百万円（前年同期比 34.0％増）となりました。 

  

（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の総資産は96億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億45百万円減少いた

しました。主な要因は、未成工事支出金が６億円増加したことに対し、現金預金が６億50百万円、受取手形・完

成工事未収入金等が19億43百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は71億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億21百万円減少い

たしました。主な要因は、未成工事受入金が６億24百万円増加したことに対して、支払手形・工事未払金等が11

億38百万円、短期借入金が11億35百万円、賞与引当金が１億72百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は24億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億75百万円増加

いたしました。主な要因は、利益剰余金が80百万円、その他有価証券評価差額金が80百万円増加したことによる

ものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前第２四半期連

結累計期間に比べ60百万円増加し、15億47百万円（前年同四半期比 4.1％増）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、６億26百万円（前年同四半期比 126.0％増）となりました。これは主に、賞

与引当金の減少額１億75百万円、仕入債務の減少額11億45百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減

少額19億80百万円等の資金の増加があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、15百万円（前年同四半期 18百万円の使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出20百万円等の資金の減少があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、12億56百万円（前年同四半期 １億87百万円の獲得）となりました。これ

は、短期借入金純減少額11億35百万円等の資金の減少があったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、本日、平成24年11月９日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。  

なお、業績予想につきましては、震災に伴う復旧・復興工事の受注状況及び進捗状況を含め、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、その達成を当社として約束するものではあり

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。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間より、連結子会社であった株式会社リアルタイム及び株式会社ジェイ・ケイ・ハウス

は、連結子会社である常興電機株式会社に吸収合併されたことに伴い、連結の範囲から除外しております。なお

常興電機株式会社は株式会社ジェイ・ケイ・リアルタイムに社名を変更しております。 

 また、持分法適用会社であった株式会社テクノ・クレストは、連結子会社である地質基礎工業株式会社に吸収

合併されたことに伴い、持分法適用の範囲から除外しております。 

  

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

（３）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。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

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
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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 2,256,677 1,606,045

受取手形・完成工事未収入金等 4,162,405 2,219,043

販売用不動産 629,776 567,144

未成工事支出金 111,813 711,852

繰延税金資産 155,092 155,001

その他 471,020 734,300

貸倒引当金 △9,220 △6,054

流動資産合計 7,777,565 5,987,332

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,184,445 1,185,875

機械、運搬具及び工具器具備品 688,902 696,058

土地 1,602,901 1,602,837

リース資産 26,568 26,568

減価償却累計額 △1,232,254 △1,251,864

有形固定資産合計 2,270,562 2,259,474

無形固定資産   

のれん 7,357 2,597

その他 21,477 19,434

無形固定資産合計 28,835 22,032

投資その他の資産   

投資有価証券 966,316 1,024,175

リース債権 162,734 159,840

繰延税金資産 － 588

その他 215,816 220,904

貸倒引当金 △62,156 △60,454

投資その他の資産合計 1,282,711 1,345,054

固定資産合計 3,582,109 3,626,561

資産合計 11,359,674 9,613,894
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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 3,135,024 1,996,516

短期借入金 3,035,834 1,900,050

1年内返済予定の長期借入金 509,065 515,269

未払法人税等 204,798 127,580

未成工事受入金 616,252 1,241,249

賞与引当金 329,545 156,782

完成工事補償引当金 8,951 9,011

その他 481,308 539,932

流動負債合計 8,320,779 6,486,392

固定負債   

長期借入金 395,942 312,446

繰延税金負債 1,421 162

再評価に係る繰延税金負債 131,525 131,525

退職給付引当金 116,296 113,040

長期未払金 92,573 92,573

資産除去債務 6,563 6,563

その他 53,723 54,534

固定負債合計 798,045 710,846

負債合計 9,118,825 7,197,238

純資産の部   

株主資本   

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 1,024,491 1,104,995

自己株式 △195 △217

株主資本合計 2,338,800 2,419,281

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 108,084 188,226

土地再評価差額金 △221,295 △205,667

その他の包括利益累計額合計 △113,211 △17,441

少数株主持分 15,260 14,815

純資産合計 2,240,849 2,416,655

負債純資産合計 11,359,674 9,613,894
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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 5,757,723 5,868,823

売上原価 5,122,286 5,036,499

売上総利益 635,436 832,324

販売費及び一般管理費 533,798 548,166

営業利益 101,638 284,157

営業外収益   

受取利息 236 312

受取配当金 3,443 8,991

受取賃貸料 5,831 4,058

助成金収入 10,782 －

負ののれん償却額 1,249 735

その他 9,356 13,468

営業外収益合計 30,899 27,566

営業外費用   

支払利息 41,993 34,256

その他 11,285 6,632

営業外費用合計 53,278 40,888

経常利益 79,259 270,835

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失   

固定資産除却損 355 99

投資有価証券評価損 54,565 －

減損損失 6,886 64

災害による損失 54 －

その他 400 608

特別損失合計 62,262 771

税金等調整前四半期純利益 16,996 270,071

法人税等 1,652 133,486

少数株主損益調整前四半期純利益 15,344 136,585

少数株主利益 196 1,210

四半期純利益 15,148 135,374
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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 15,344 136,585

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 72,164 79,935

その他の包括利益合計 72,164 79,935

四半期包括利益 87,508 216,520

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 87,330 215,517

少数株主に係る四半期包括利益 177 1,003
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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利益 16,996 270,071

減価償却費 36,918 35,470

減損損失 6,886 64

のれん償却額 2,750 4,759

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,114 △4,867

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,175 △175,819

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,477 60

工事損失引当金の増減額（△は減少） △669 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） △1,541 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,699 △3,672

受取利息及び受取配当金 △3,679 △9,304

支払利息 41,993 34,256

持分法による投資損益（△は益） 6,207 －

投資有価証券評価損益（△は益） 54,565 －

有形固定資産除却損 355 99

投資有価証券売却損益（△は益） － △7

売上債権の増減額（△は増加） 200,979 1,980,226

たな卸資産の増減額（△は増加） △720,047 △533,642

リース債権の増減額（△は増加） 2,513 2,697

未収入金の増減額（△は増加） 23,370 62,707

その他の流動資産の増減額（△は増加） △472,090 △331,837

仕入債務の増減額（△は減少） 90,027 △1,145,354

未成工事受入金の増減額（△は減少） 764,604 624,997

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,397 △88,772

未払金の増減額（△は減少） 17,938 △120,164

未払費用の増減額（△は減少） 13,374 △36,257

前受金の増減額（△は減少） △224 △150

その他の流動負債の増減額（△は減少） 276,219 302,738

長期未払金の増減額（△は減少） △3,328 △9,478

その他 △555 △3,282

小計 323,928 855,535

利息及び配当金の受取額 3,679 9,304

利息の支払額 △43,738 △29,702

法人税等の支払額 △6,547 △208,401

営業活動によるキャッシュ・フロー 277,322 626,735
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △15,200 △18,850

定期預金の払戻による収入 8,400 33,600

投資有価証券の取得による支出 △3,538 △2,877

投資有価証券の売却による収入 － 112

貸付けによる支出 △640 △210

貸付金の回収による収入 813 1,184

有形固定資産の取得による支出 △9,328 △20,712

無形固定資産の取得による支出 － △430

その他 765 △7,167

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,728 △15,350

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） 450,348 △1,135,784

長期借入れによる収入 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △360,489 △277,292

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,753 △2,707

自己株式の取得による支出 － △22

配当金の支払額 － △39,243

少数株主への配当金の支払額 △111 △1,177

財務活動によるキャッシュ・フロー 187,993 △1,256,226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 446,588 △644,841

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現
金同等物の増加額 － 8,959

現金及び現金同等物の期首残高 1,040,268 2,183,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,486,856 1,547,445
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

     

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

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） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備事業等を含んでおりま

す。  

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） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備事業等を含んでおりま

す。 

  

（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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
建築事業 

土木緑地 
事業 

環境関連 
事業 

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 3,500,325  1,103,340  655,016  51,737  5,310,420  447,303  5,757,723

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 20,548  15,667  7,901  764  44,882  24,604  69,487

計  3,520,874  1,119,008  662,918  52,501  5,355,302  471,907  5,827,210

セグメント利益  179,673  65,136  30,634  1,593  277,037  32,990  310,027

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
建築事業 

土木緑地 
事業 

環境関連 
事業 

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 3,326,143  1,502,758  506,331  75,379  5,410,612  458,210  5,868,823

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 4,930  15,708  5,739  －  26,377  26,655  53,032

計  3,331,073  1,518,466  512,070  75,379  5,436,989  484,866  5,921,856

セグメント利益  271,875  132,977  32,305  12,494  449,653  44,201  493,855
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  (単位 : 千円)

利益 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間  

報告セグメント計  277,037  449,653

「その他」の区分の利益   32,990  44,201

セグメント間取引消去  △5,750  △3,046

全社費用（注）  △202,639  △206,651

四半期連結損益計算書の営業利益  101,638  284,157

（７）重要な後発事象
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受注高、売上高及び繰越高の状況 

① 受注高（連結） 

  

② 売上高（連結） 

  

③ 繰越高（連結） 

  

  

４．補足情報

  

  

区分 

平成24年3月期第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  

平成25年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

自 平成23年４月１日  

至 平成24年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

建築事業 ４，２２５ ３，２２３ ７６．３ ８，９８７ 

土木緑地事業 １，８２６ １，４３６ ７８．６ ５，１８７ 

環境関連事業 ９０５ １，００５ １１１．０ １，９６５ 

不動産事業 ５１ ７５ １４５．７ １３５ 

その他事業 ４４７ ４５８ １０２．４ ９４２ 

合 計 ７，４５７ ６，１９９ ８３．１ １７，２１８ 

  

  

区分 

平成24年3月期第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  

平成25年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

自 平成23年４月１日  

至 平成24年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

建築事業 ３，５００ ３，３２６ ９５．０ ９，１０８ 

土木緑地事業 １，１０３ １，５０２ １３６．２ ３，２６９ 

環境関連事業 ６５５ ５０６ ７７．３ ２，０６２ 

不動産事業 ５１ ７５ １４５．７ １３５ 

その他事業 ４４７ ４５８ １０２．４ ９４２ 

合 計 ５，７５７ ５，８６８ １０１．９ １５，５１８ 

  

  

区分 

平成24年3月期第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  

平成25年3月期第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  

前年同期比 

前連結会計年度 

自 平成23年４月１日  

至 平成24年３月31日 

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

建築事業 ３，０３１ ２，０８１ ６８．７ ２，１８４ 

土木緑地事業 １，２４９ ２，３７７ １９０．２ ２，４４３ 

環境関連事業 ５１６ ６６８ １２９．４ １６９ 

不動産事業 － － － － 

その他事業 － － － － 

合 計 ４，７９７ ５，１２７ １０６．９ ４，７９７ 
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