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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） 

１株当たり四半期純利益につきましては、平成24年10月１日付で実施した普通株式５株を１株とする株式併合を考慮した額を記載しております。また、前第２四
半期の１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましても、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して
算定しております。 

(2) 連結財政状態 

１株当たり純資産につきましては、平成24年10月１日付で実施した普通株式５株を１株とする株式併合を考慮した額を記載しております。また、前期末の１株当
たり純資産につきましても、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定しております。  

(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 50,748 11.2 △347 ― △924 ― △1,176 ―
24年3月期第2四半期 45,647 △18.2 444 △85.5 142 △94.7 168 △88.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △1,226百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 31百万円 （△97.7％）

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 △14.70 ―
24年3月期第2四半期 2.33 2.10

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 97,433 21,338 21.2 257.78
24年3月期 110,911 22,965 20.1 278.35
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  20,630百万円 24年3月期  22,277百万円

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  
平成25年３月期（予想）期末配当金につきましては、平成24年10月１日付で実施した普通株式５株を１株とする株式併合を考慮した額を記載しております。 

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 ― ― ― 1.00 1.00
25年3月期 ― ―
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  ：  無  
平成25年3月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、平成24年10月1日付で実施した普通株式５株を１株とする株式併合を考慮した
額を記載しております。 

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 133,000 23.2 3,400 80.0 2,500 107.6 1,300 41.5 16.24



(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） 

発行済株式数（普通株式）につきましては、平成24年10月１日付で実施した普通株式５株を１株に併合する株式併合を考慮した数を記載しております。 

※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きの対象外であります。なお、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き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の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。 
２．平成24年６月28日開催の第90回定時株主総会において、平成24年10月１日を効力発生日とし、当社の発行する普通株式５株を１株の割合で併合する旨及び
単元株式数を1,000株から100株に変更する旨が承認可決されております。 

※  注記事項

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 80,071,183 株 24年3月期 80,071,183 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 39,685 株 24年3月期 39,306 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 80,031,629 株 24年3月期2Q 72,142,135 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我が国経済は、震災復興需要を背景に企業の設備投資、生産活動には緩やか

な回復傾向がみられましたが、長引く円高や欧州の債務危機、中国経済の減速など世界経済低迷の影響を受け、期

間の後半からは輸出、個人消費の伸びが停滞し、次第に弱含みで推移しました。 
  
建設業界におきましては、公共投資は増加基調が継続した一方、震災復興地域に関連事業が集中するなどの地域

差も見られております。民間投資につきましては、緩やかな回復基調が継続したものの、世界経済の減速や国内製

造拠点の海外移転の加速など懸念材料が増加しました。 
  
当社グループの業績につきましては、受注高は540億円（前年同四半期比31.9％減）、売上高は507億円（前年同

四半期比11.2％増）、営業損失３億円（前年同四半期 営業利益４億円）、経常損失９億円（前年同四半期 経常利

益１億円）、四半期純損失11億円（前年同四半期 四半期純利益１億円）となりました。 
  
なお、当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第４四半

期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比

べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。なお、（  ）内表示額は前年同四半期実績であります。 

（国内土木事業）  

   国内土木事業の受注高は263億円（398億円）、売上高は279億円（189億円）、セグメント利益は３千万円（利

益８千万円）となりました。 

 （国内建築事業） 

   国内建築事業の受注高は203億円（155億円）、売上高は153億円（204億円）、セグメント損失は５億円（損失

１億円）となりました。 

 （海外建設事業） 

   海外建設事業の受注高は71億円（234億円）、売上高は71億円（57億円）、セグメント損失は１千万円（利益４

億円）となりました。 

 （不動産事業） 

   不動産事業は、売上高は２億円（４億円）、セグメント利益は１億円（利益１億円）となりました。 

 （その他事業） 

   その他事業は、損害保険代理店業、物品の販売・リース業などであり、売上高は６千万円（６千万円）、セグ

メント利益は0.8百万円（損失９百万円）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資産の部は、完成工事未収入金の減少などにより前連結会計年度末に比べ134億

円減少した974億円となりました。   

  負債の部は短期借入金の減少などにより前連結会計年度末に比べ118億円減少した760億円となりました。 

   純資産の部は四半期純損失を計上したこと及び期末配当を実施したことなどにより16億円減少した213億円とな 

 りました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の減少などにより40億円の支出超過となりました。（前

年同四半期は６億円の支出超過） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより３億円の支出超過とりました。（前年同

四半期は１億円の支出超過） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより48億円の支出超過となりました。（前年同

四半期は25億円の支出超過） 

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末日における現金及び現金同等物の残高は203億円となりました。（前年

同四半期末日残高100億円） 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成24年５月21日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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 29,909 20,538

受取手形・完成工事未収入金等 33,461 28,651

未成工事支出金 2,727 4,521

販売用不動産 134 129

その他 8,346 7,657

貸倒引当金 △13 △14

流動資産合計 74,564 61,484

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,228 14,210

機械、運搬具及び工具器具備品 18,222 18,382

土地 23,402 23,402

建設仮勘定 384 532

減価償却累計額 △24,755 △25,136

有形固定資産合計 31,482 31,391

無形固定資産 173 164

投資その他の資産   

投資有価証券 2,433 2,188

その他 2,618 2,538

貸倒引当金 △361 △333

投資その他の資産合計 4,691 4,394

固定資産合計 36,347 35,949

資産合計 110,911 97,433
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（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 33,189 30,681

短期借入金 10,850 6,873

未成工事受入金 15,657 12,616

引当金 897 974

その他 8,303 6,261

流動負債合計 68,898 57,407

固定負債   

長期借入金 11,074 10,594

退職給付引当金 4,455 4,664

引当金 24 22

その他 3,492 3,407

固定負債合計 19,047 18,688

負債合計 87,946 76,095

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,683 10,683

資本剰余金 2,490 2,490

利益剰余金 6,459 4,883

自己株式 △13 △13

株主資本合計 19,619 18,043

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106 80

繰延ヘッジ損益 － △53

土地再評価差額金 2,626 2,626

為替換算調整勘定 △75 △66

その他の包括利益累計額合計 2,657 2,587

少数株主持分 688 707

純資産合計 22,965 21,338

負債純資産合計 110,911 97,433
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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：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 45,110 50,452

兼業事業売上高 536 295

売上高合計 45,647 50,748

売上原価   

完成工事原価 41,706 47,749

兼業事業売上原価 289 63

売上原価合計 41,996 47,812

売上総利益   

完成工事総利益 3,404 2,703

兼業事業総利益 247 232

売上総利益合計 3,651 2,935

販売費及び一般管理費 3,206 3,282

営業利益又は営業損失（△） 444 △347

営業外収益   

受取利息 6 16

受取配当金 151 15

その他 47 41

営業外収益合計 205 73

営業外費用   

支払利息 265 252

為替差損 47 160

コミットメントフィー 87 108

その他 107 129

営業外費用合計 508 650

経常利益又は経常損失（△） 142 △924

特別利益   

受取補償金 － 48

固定資産売却益 89 11

転身支援引当金戻入額 178 －

特別利益合計 268 60

特別損失   

投資有価証券評価損 1 192

災害による損失 105 －

その他 0 3

特別損失合計 107 195

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（△）

302 △1,059

法人税、住民税及び事業税 155 98

法人税等調整額 30 6

法人税等合計 186 104

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

116 △1,163

少数株主利益又は少数株主損失（△） △51 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） 168 △1,176
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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：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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

116 △1,163

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △82 △31

繰延ヘッジ損益 － △53

為替換算調整勘定 △1 21

その他の包括利益合計 △84 △63

四半期包括利益 31 △1,226

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 89 △1,246

少数株主に係る四半期包括利益 △58 19
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（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（△）

302 △1,059

減価償却費 516 539

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △27

工事損失引当金の増減額（△は減少） △257 66

退職給付引当金の増減額（△は減少） △191 208

受取利息及び受取配当金 △158 △31

支払利息 265 252

投資有価証券評価損益（△は益） 1 192

有形固定資産売却損益（△は益） △90 △11

有形固定資産除却損 0 1

無形固定資産売却損益（△は益） － △0

売上債権の増減額（△は増加） 7,330 4,853

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,007 △1,790

販売用不動産の増減額（△は増加） 210 4

仕入債務の増減額（△は減少） △10,024 △2,549

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,019 △3,047

その他 △254 △1,205

小計 △333 △3,603

利息及び配当金の受取額 158 35

利息の支払額 △268 △270

法人税等の支払額 △207 △209

営業活動によるキャッシュ・フロー △651 △4,047

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 △220 △60

定期預金の払戻による収入 220 10

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

23 －

有形固定資産の取得による支出 △268 △325

有形固定資産の売却による収入 117 16

無形固定資産の取得による支出 △9 △17

無形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △3 △4

貸付けによる支出 △62 △21

貸付金の回収による収入 80 33

その他 △24 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △148 △352
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（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) 

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） △1,618 △4,160

長期借入れによる収入 500 900

長期借入金の返済による支出 △1,028 △1,206

リース債務の返済による支出 △8 △18

社債の償還による支出 － △11

配当金の支払額 △409 △400

少数株主への配当金の支払額 △2 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,567 △4,896

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 △124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,395 △9,420

現金及び現金同等物の期首残高 13,412 29,793

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,017 20,373
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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．「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、損害保険代理店業及び物品の

販売・リース事業等を含んでおります。 

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利益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．「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、損害保険代理店業及び物品の

販売・リース事業等を含んでおります。 

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。 

   

   

（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：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
         
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内  
土木 

国内 
建築 

海外  
建設 

不動産 計 

売上高                   

外部顧客への売

上高 
 18,930  20,460  5,720  475  45,586  61  45,647  －  45,647

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 34  124  －  65  224  15  239  △239  －

計  18,964  20,584  5,720  540  45,811  76  45,887  △239  45,647

セグメント利益 

又は損失（△） 
 86  △198  409  156  454  △9  444  －  444

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
         
調整額 

  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

国内  
土木 

国内 
建築 

海外  
建設 

不動産 計 

売上高                   

外部顧客への売

上高 
 27,946  15,331  7,175  235  50,688  60  50,748  －  50,748

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 20  73  －  63  157  22  180  △180  －

計  27,966  15,405  7,175  298  50,846  83  50,929  △180  50,748

セグメント利益 

又は損失（△） 
 30  △510  △18  150  △348  0  △347  －  △347
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 四半期個別受注の概況 

  

（１）平成25年３月期第２四半期の個別受注実績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額であります。 

   ②パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。 

  

（２）受注実績内訳 

３．補足情報

   受注高 

 平成25年３月期第２四半期     百万円   △ ％ 44,043 40.4

 平成24年３月期第２四半期     百万円      ％ 73,922 73.1

区   分 

       前第２四半期 

   （自  平成23年４月１日 

    至 平成23年９月30日）

       当第２四半期 

   （自  平成24年４月１日 

    至 平成24年９月30日）

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

（％） 

    国内官公庁  33,706  45.6  16,961  38.4  △16,745  △49.7

   土  国 内 民 間  3,657  5.0  3,554  8.1  △103  △2.8

  木 海 外  20,210  27.3  2,673  6.1  △17,536  △86.8

建   計  57,574  77.9  23,189  52.6  △34,385  △59.7

    国内官公庁  4,558  6.2  5,473  12.4  915  20.1

 設  建 国 内 民 間  10,582  14.3  14,263  32.4  3,681  34.8

  築 海 外  757  1.0  904  2.1  147  19.4

 事    計  15,898  21.5  20,642  46.9  4,743  29.8

    国内官公庁  38,265  51.8  22,435  51.0  △15,830  △41.4

 業  合 国 内 民 間  14,240  19.3  17,818  40.5  3,578  25.1

  計 海 外  20,968  28.3  3,578  8.0  △17,389  △82.9

    計  73,473  99.4  43,832  99.5  △29,641  △40.3

不動産事業  448  0.6  210  0.5  △237  △53.0

合   計  73,922  100.0  44,043  100.0  △29,878  △40.4
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 （３）平成25年３月期の個別建設受注予想 

（注）①パーセント表示は、前年実績比増減率であります。  

   ②不動産事業は含めておりません。 
     

（４）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） 
  

                        （％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 

   平成25年３月期の個別業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、平成24年10月１日付で実施した普

通株式５株を１株とする株式併合を考慮した額を記載しております。   

   通  期 

 平成25年３月期予想     百万円   △ ％ 105,000 30.7

 平成24年３月期実績     百万円      ％ 151,428 79.0

   

  

  

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 

  

通期  

  百万円   ％ 

  123,000  23.5 

    百万円   ％ 

   3,100  87.1 

   百万円   ％

   2,300  115.9

    百万円   ％ 

     1,200  42.0  

   円 銭

14.99
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