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  百万円未満切捨て

（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  8,107  41.3  △148  －  △258  －  △273  －

24年３月期第２四半期  5,737  △45.1  △559  －  △669  －  △681  －

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △283百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 △676百万円 （ ％） －

  
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  △33.30  0.00

24年３月期第２四半期  △83.00  0.00

  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  12,313  749  5.8  87.46

24年３月期  12,307  1,088  8.6  128.61

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 718百万円   24年３月期 1,056百万円 

  
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 － 4.00  4.00

25年３月期  － 4.00     

25年３月期（予想）     － 4.00  8.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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  20,000  20.1  400  50.4  250  110.1  200  28.2  24.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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 8,620,000株 24年３月期 8,620,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 404,624株 24年３月期 404,624株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 8,215,376株 24年３月期２Ｑ 8,215,835株

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に

対する監査手続きが実施中です。

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。
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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、欧州債務危機の影響や円高の長期化、電力供給の制約等、

先行き不透明な状況の中で、復興需要にけん引される形で、景気は緩やかながら回復しつつあります。 

 当社グループの主力事業である建設事業におきましては、震災復興関連事業の増加が見込まれるものの、がれ

き処理の難航、資材人手不足などが進捗の妨げとなっており、環境は依然として厳しい状況が続いております。 

 このような情勢の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は81億７百万円（前年同期比41.3％増）、営業損失

は１億48百万円（前年同期 営業損失５億59百万円）、経常損失は２億58百万円（前年同期 経常損失６億69百

万円）、四半期純損失は２億73百万円（前年同期 四半期純損失６億81百万円）となりました。 

 なお、当社グループは、通常の営業の形態として第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きく、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。なお、金額にはセグメント間取引を含めております。 

（建設事業） 

 建設事業におきましては、公共事業の削減による受注競争激化等、引き続き厳しい経営環境が続いております。 

   当第２四半期連結累計期間の受注高は58億87百万円（前年同期比21.8％増）、売上高は71億７百万円（前年同

期比49.9％増）、セグメント利益は１億70百万円（前年同期 セグメント損失２億８百万円）となりました。 

（製品販売事業） 

 製品販売事業におきましても、その対象は建設業界であり依然厳しい状況が続いております。当第２四半期連

結累計期間の受注高は15億13百万円（前年同期比0.5％増）、売上高は９億51百万円（前年同期比14.2％減）、セ

グメント利益は34百万円（前年同期比205.6％増）となりました。 

（情報システム事業） 

 情報システム事業の主な事業内容であるシステム開発および販売では、円高の長期化がもたらす製造業の業績

悪化によるIT投資抑制が影響しており、依然として厳しい状況が続いております。当第２四半期連結累計期間の

売上高は１億14百万円（前年同期比4.0％減）、セグメント損失は４百万円（前年同期 セグメント利益６百万

円）となりました。 

  （不動産賃貸事業） 

   不動産賃貸事業におきましては、当社保有の極東ビルディングにおいて、事務所賃貸ならびに一般店舗・住宅

の賃貸管理のほか、グループ会社の拠点として、当社が一括して賃借した事務所を各グループ会社に賃貸してお

り、安定した売上高を計上しております。当第２四半期連結累計期間の売上高は99百万円（前年同期比2.4％

減）、セグメント利益は59百万円（前年同期比1.4％増）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は123億13百万円となり、前連結会計年度末比５百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等が８億58百万円減少したものの、棚卸資産が５億95百万円、

現金預金が２億66百万円増加したこと等によるものであります。有利子負債は17百万円増加し、45億55百万円とな

りました。純資産は、四半期純損失２億73百万円の計上および株主配当金32百万円の支払を実施したこと等より、

前連結会計年度末比３億38百万円減少の７億49百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想から修正は行っ

ておりません。  

  

（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
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,279,451 1,546,307

受取手形・完成工事未収入金等 4,844,421 3,986,313

未成工事支出金 796,446 1,052,081

商品及び製品 504,560 793,528

仕掛品 47,260 54,804

材料貯蔵品 83,873 126,932

繰延税金資産 69,053 69,053

その他 355,944 457,670

貸倒引当金 △5,069 △5,473

流動資産合計 7,975,942 8,081,220

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,277,200 1,238,194

土地 2,097,557 2,097,557

その他（純額） 267,414 313,712

有形固定資産合計 3,642,172 3,649,464

無形固定資産 82,860 75,766

投資その他の資産   

投資有価証券 198,483 189,444

繰延税金資産 132,359 132,359

その他 314,006 223,288

貸倒引当金 △37,831 △37,849

投資その他の資産合計 607,017 507,242

固定資産合計 4,332,051 4,232,473

資産合計 12,307,993 12,313,693

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,281,561 4,279,370

短期借入金 3,299,000 3,400,000

1年内償還予定の社債 175,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 288,332 273,562

未払法人税等 36,066 21,764

未成工事受入金 1,792,321 1,697,543

賞与引当金 － 123,465

工事損失引当金 18,264 65,921

その他 399,046 661,411

流動負債合計 10,289,592 10,723,038

固定負債   

社債 100,000 75,000

長期借入金 675,164 606,788

役員退職慰労引当金 25,591 20,453

その他 129,080 138,644

固定負債合計 929,835 840,885

負債合計 11,219,427 11,563,923
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 800,500 800,500

資本剰余金 163,806 163,806

利益剰余金 242,339 △78,094

自己株式 △103,233 △103,233

株主資本合計 1,103,413 782,979

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △46,842 △56,227

為替換算調整勘定 － △8,260

その他の包括利益累計額合計 △46,842 △64,488

少数株主持分 31,994 31,278

純資産合計 1,088,565 749,769

負債純資産合計 12,307,993 12,313,693
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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 5,737,783 8,107,869

売上原価 5,380,935 7,364,978

売上総利益 356,847 742,891

販売費及び一般管理費 916,243 891,017

営業損失（△） △559,396 △148,126

営業外収益   

受取利息 271 178

受取配当金 2,490 2,982

スクラップ売却益 3,426 5,631

その他 12,858 13,682

営業外収益合計 19,046 22,475

営業外費用   

支払利息 48,523 47,983

資金調達費用 61,288 66,216

その他 18,955 18,777

営業外費用合計 128,767 132,977

経常損失（△） △669,116 △258,628

特別利益   

固定資産売却益 456 －

特別利益合計 456 －

特別損失   

固定資産除却損 52 247

投資有価証券評価損 9,324 －

特別損失合計 9,376 247

税金等調整前四半期純損失（△） △678,036 △258,875

法人税、住民税及び事業税 19,423 16,179

法人税等調整額 △16,510 △661

法人税等合計 2,912 15,518

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △680,949 △274,394

少数株主利益又は少数株主損失（△） 979 △833

四半期純損失（△） △681,929 △273,561
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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損失（△） △680,949 △274,394

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,213 △9,385

為替換算調整勘定 － 375

その他の包括利益合計 4,213 △9,009

四半期包括利益 △676,736 △283,404

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △677,716 △282,688

少数株主に係る四半期包括利益 979 △715
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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損失（△） △678,036 △258,875

減価償却費 155,771 114,897

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,742 421

賞与引当金の増減額（△は減少） 62,259 123,465

工事損失引当金の増減額（△は減少） 13,455 47,656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △5,138

受取利息及び受取配当金 △2,762 △3,160

支払利息 48,523 47,983

有形固定資産売却損益（△は益） △456 －

固定資産除却損 52 247

投資有価証券評価損益（△は益） 9,324 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,070,950 858,708

未成工事支出金の増減額（△は増加） △688,528 △255,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △332,686 △339,572

仕入債務の増減額（△は減少） △461,020 △2,191

未成工事受入金の増減額（△は減少） 628,624 △94,778

その他 △117,138 163,912

小計 696,589 397,940

利息及び配当金の受取額 2,835 3,160

利息の支払額 △48,003 △50,593

課徴金の支払額 △284,780 －

法人税等の支払額 △34,309 △30,482

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,331 320,026

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 △35,577 △83,370

有形固定資産の売却による収入 11,040 －

無形固定資産の取得による支出 △7,239 △5,125

投資有価証券の取得による支出 △912 △917

定期預金の預入による支出 △50,000 －

貸付けによる支出 △1,606 △400

貸付金の回収による収入 1,716 2,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,579 △87,773
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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) 

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） △615,000 101,000

長期借入れによる収入 200,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △182,544 △163,146

社債の発行による収入 200,000 100,000

社債の償還による支出 △50,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △155 －

配当金の支払額 △32,866 △32,861

リース債務の返済による支出 － △1,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △480,566 △16,113

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △230,814 216,096

現金及び現金同等物の期首残高 1,350,528 1,229,451

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 759

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,119,714 1,446,307
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該当事項はありません。    

   

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又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△428,042千円には、セグメント間取引消去△6,862千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△421,180千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△408,569千円には、セグメント間取引消去△2,952千円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△405,616千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

   

   

   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

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  建設事業 
製品販売事

業 
情報システム

事業 
不動産賃貸事

業 
合計

調整額 
（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）２ 

売上高               

外部顧客への売上

高 
 4,743,236  892,757  71,074  30,715  5,737,783  －  5,737,783

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 －  215,605  48,608  70,831  335,045  △335,045  －

計  4,743,236  1,108,363  119,682  101,547  6,072,829  △335,045  5,737,783

セグメント利益又は

損失（△） 
 △208,025  11,412  6,361  58,898  △131,353  △428,042  △559,396

  （単位：千円）

  建設事業 
製品販売事

業 
情報システム

事業 
不動産賃貸事

業 
合計

調整額 
（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）２ 

売上高               

外部顧客への売上

高 
 7,107,821  911,832  59,432  28,783  8,107,869  －  8,107,869

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 －  39,656  55,445  70,296  165,397  △165,397  －

計  7,107,821  951,488  114,878  99,079  8,273,267  △165,397  8,107,869

セグメント利益又は

損失（△） 
 170,111  34,880  △4,269  59,720  260,442  △408,569  △148,126

（７）重要な後発事象
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生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間における生産実績を報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 当社グループの生産実績は、工場製品の製造における製品生産重量をもって実績としております。 

（２）受注実績 

 当第２四半期連結累計期間における受注実績を報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

（３）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績を報告セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については相殺消去しております。 

２．主な相手先の販売実績と総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３. 上記金額には消費税等は含まれておりません。  

  

４．補足情報

報告セグメントの名称 製品生産重量（ｔ） 前年同四半期比（％） 

建設事業  20,046  95.1

製品販売事業  25,354  147.4

合計  45,400  118.6

報告セグメントの名称 受注高（千円） 前年同四半期比（％） 

建設事業  5,887,832  121.8

製品販売事業  1,513,715  100.5

情報システム事業  160,721  110.9

不動産賃貸事業  99,079  97.6

合計  7,661,348  116.3

報告セグメントの名称 販売高（千円） 前年同四半期比（％） 

建設事業  7,107,821  149.9

製品販売事業  911,832  102.1

情報システム事業  59,432  83.6

不動産賃貸事業  28,783  93.7

合計  8,107,869  141.3

相手先 

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１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日） 

金額 (千円) 割合（％） 金額 (千円) 割合（％） 

国土交通省  1,463,740  25.5  3,280,919  40.5

鉄道建設・運輸施設整備支援機構  970,240  16.9  1,149,190  14.2
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