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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,916 24.3 57 ― 67 ― 60 264.4
24年3月期第2四半期 3,149 △6.5 △40 ― △53 ― 16 ―

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 6.32 ―
24年3月期第2四半期 1.69 ―

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 7,071 4,346 61.5
24年3月期 7,305 4,327 59.2
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,346百万円 24年3月期  4,327百万円

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 8,670 20.5 100 ― 150 301.9 120 170.5 12.43



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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 10,000,000 株 24年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 348,444 株 24年3月期 348,245 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 9,651,589 株 24年3月期2Q 9,897,588 株

※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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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】Ｐ．３「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済が減速傾向にある中、同様に一時的な後退局面に置かれ

ております。今後は、東日本大震災の復旧・復興需要が下支えとなり緩やかな回復軌道に乗るものと思われます。

当社の場合は、主として地盤注入工（ＣＰＧ、ジェットグラウト、３Ｄ・ＥＸ注入、自在ボーリング技術他）、

アンカー・斜面安定工（永久アンカー、ソイルネイリング他）、地盤改良工（ＤＪＭ、ＷＩＬＬ他）等の地盤関連

技術の専門工事に特化し、時代のニーズに合った新技術の開発及び改良を行い、固有の技術力の向上を図りつつ相

応した事業規模で「選択と集中」を基本戦略として堅実に経営を続けております。また、前事業年度に新たに追加

したＣＰＧリフト工法（住宅及び工場施設等の沈下修正、地盤強化）及びＶ－ＪＥＴ工法（新高圧噴射攪拌工法：

大口径と高速施工）をはじめ、当社の保有している多くの地盤関連工法及び技術により、国土の復旧・復興に貢献

するとともに、受注工事高、完成工事高及び利益等の事業計画達成に全力を挙げて取り組んでおります。 

受注工事高につきましては、復旧需要も寄与し44億89百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

完成工事高につきましては、前事業年度からの繰越工事高が減少したものの、当第２四半期累計期間の受注工事

高の増加により、39億16百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

利益面につきましては、完成工事高が前年同期に比べて復旧需要により増加したこと、また高付加価値工事の受

注・完成工事高の計上により、営業利益は57百万円（前年同期は40百万円の営業損失）となりました。また、経常

利益は67百万円（前年同期は53百万円の経常損失）、四半期純利益は60百万円（前年同期比 ％増）となりま

した。  

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、第１四半期会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較については、前年

同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。  

（東日本事業グループ） 

地盤注入工、地盤改良工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は26億30百万円（前年同期

比 ％増）となり、セグメント利益は２億57百万円（前年同期比 ％増）となりました。  

（名古屋支店） 

アンカー・斜面安定工、地盤注入工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は４億75百万円

（前年同期比 ％減）となり、セグメント損失は３百万円（前年同期は７百万円のセグメント利益）となりま

した。  

（西日本事業グループ） 

地盤注入工、アンカー・斜面安定工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は６億25百万円

（前年同期比 ％増）となり、セグメント損失は７百万円（前年同期は38百万円のセグメント利益）となりま

した。  

（海外事業グループ） 

地盤注入工を主とした土木工事から構成され、セグメント完成工事高は１億76百万円（前年同期比 ％減）

となり、セグメント損失は17百万円（前年同期は２百万円のセグメント損失）となりました。  
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（２）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２四半期会計期間末の総資産につきましては、70億71百万円であり、前事業年度末に比べ２億34百万円の

減少となりました。主な要因は、現金預金が増加したものの、売上債権及び未成工事支出金の減少並びに投資そ

の他の資産のその他（長期性預金）のうち１年以内に期日が到来するものを流動資産の現金預金に振替をした減

少によるものであります。 

総負債につきましては、27億24百万円であり、前事業年末に比べ２億52百万円の減少となりました。主な要因

は、仕入債務及び未成工事受入金の減少によるものであります。 

純資産につきましては、43億46百万円であり、前事業年度末に比べ18百万円の増加となりました。自己資本比

率は ％（前事業年度末は ％）となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ３億５

百万円増加し、14億12百万円となりました。その内訳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） 

営業活動の結果獲得した資金は３億66百万円（前年同期は４億19百万円の使用）となりました。 

 これは主に、売上債権、未成工事支出金の減少により資金が増加したものの、仕入債務の減少により資金が

減少し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21百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻により資金が増加したものの、定期預金の預入、固定資産の取得により資金が

減少し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34百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

これは主に、配当金の支払により資金が減少したことによるものであります。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しでありますが、国内経済は東日本大震災の復旧・復興需要が下支えとなり緩やかな回復軌道に

乗るものと思われます。 

このような状況のもと、受注面につきましては、ほぼ計画通りに推移しております。今後は前事業年度に新

たに追加したＣＰＧリフト工法（住宅及び工場施設等の沈下修正、地盤強化）及びＶ－ＪＥＴ工法（新高圧噴射

攪拌工法：大口径と高速施工）をはじめ、当社の保有している多くの地盤関連工法及び技術により、国土の復

旧・復興に貢献するとともに、受注工事高、完成工事高及び利益等の事業計画達成に全力を挙げて取り組んでま

いりますので、現段階において平成24年５月14日に公表いたしました「平成24年３月期決算短信〔日本基準〕

（非連結）」でお知らせした平成25年３月期の通期の業績予想について変更はございません。 
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,403,417 1,956,660

受取手形・完成工事未収入金等 3,279,407 2,946,738

有価証券 － 40,000

未成工事支出金 196,969 37,025

その他 84,357 73,514

貸倒引当金 △35,656 △31,401

流動資産合計 4,928,496 5,022,537

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 239,382 232,485

機械・運搬具（純額） 462,054 502,293

土地 250,283 250,283

建設仮勘定 － 6,192

その他（純額） 30,987 30,823

有形固定資産合計 982,707 1,022,078

無形固定資産 20,598 21,134

投資その他の資産   

投資有価証券 844,117 777,709

その他 549,855 245,973

貸倒引当金 △20,625 △18,302

投資その他の資産合計 1,373,346 1,005,380

固定資産合計 2,376,652 2,048,592

資産合計 7,305,148 7,071,130

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,996,850 1,873,943

短期借入金 500,000 500,000

未払金 147,435 134,799

未払法人税等 16,349 11,304

未成工事受入金 115,747 7,761

完成工事補償引当金 700 800

工事損失引当金 4,500 －

賞与引当金 29,413 14,701

その他 66,981 81,224

流動負債合計 2,877,977 2,624,534

固定負債   

繰延税金負債 13,860 6,637

退職給付引当金 14,731 14,731

役員退職慰労引当金 60,928 69,290

その他 10,402 9,755

固定負債合計 99,922 100,414

負債合計 2,977,899 2,724,949



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 904,737 904,737

利益剰余金 2,948,138 2,980,182

自己株式 △50,804 △50,836

株主資本合計 4,302,070 4,334,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,177 12,098

評価・換算差額等合計 25,177 12,098

純資産合計 4,327,248 4,346,181

負債純資産合計 7,305,148 7,071,130



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 3,149,975 3,916,764

売上高合計 3,149,975 3,916,764

売上原価   

完成工事原価 2,815,191 3,446,826

売上原価合計 2,815,191 3,446,826

売上総利益   

完成工事総利益 334,783 469,937

売上総利益合計 334,783 469,937

販売費及び一般管理費 374,889 412,554

営業利益又は営業損失（△） △40,105 57,383

営業外収益   

受取利息 4,688 4,640

受取配当金 19,281 16,373

その他 7,077 9,851

営業外収益合計 31,047 30,865

営業外費用   

支払利息 3,262 3,231

為替差損 39,844 15,496

その他 1,029 2,391

営業外費用合計 44,136 21,119

経常利益又は経常損失（△） △53,194 67,129

特別利益   

固定資産売却益 80,941 5,550

特別利益合計 80,941 5,550

特別損失   

固定資産売却損 2,318 －

特別損失合計 2,318 －

税引前四半期純利益 25,427 72,679

法人税、住民税及び事業税 8,688 11,679

法人税等合計 8,688 11,679

四半期純利益 16,739 60,999



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 25,427 72,679

減価償却費 77,378 73,387

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,782 △6,577

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － 100

工事損失引当金の増減額（△は減少） △15,000 △4,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,428 △14,711

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △87,318 8,362

受取利息及び受取配当金 △23,970 △21,013

支払利息 3,262 3,231

固定資産除売却損益（△は益） △78,622 △5,550

売上債権の増減額（△は増加） △198,403 332,669

未成工事支出金の増減額（△は増加） △42,897 159,943

仕入債務の増減額（△は減少） △135,519 △122,907

未成工事受入金の増減額（△は減少） 73,142 △107,986

その他 18,535 △5,913

小計 △426,195 361,213

利息及び配当金の受取額 24,292 21,484

利息の支払額 △3,262 △3,231

法人税等の支払額 △13,952 △12,934

営業活動によるキャッシュ・フロー △419,118 366,531

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 △78,000 △54,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 4,194 4,064

有形及び無形固定資産の取得による支出 △83,752 △84,123

有形固定資産の売却による収入 116,217 10,500

投資有価証券の取得による支出 △691 △100,707

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

貸付金の回収による収入 5,913 2,854

その他の支出 △4,500 △293

その他の収入 191 81

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,427 △21,624

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △43,955 △31

配当金の支払額 － △28,955

その他 △5,342 △5,178

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,297 △34,164

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,583 △5,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △519,426 305,662

現金及び現金同等物の期首残高 1,890,033 1,106,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,370,606 1,412,640



  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの完成工事高及び利益又は損失の金額に関する情報 

＜変更後の区分方法により作成した前第２四半期累計期間の情報を表示＞  

                                      （単位：千円）

（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、技術本部を含めて記

載しております。  

２． セグメント利益の調整額 千円には、主に工事損失引当金減少額 千円、社内損料

として計算した減価償却費・機械等修繕費と四半期損益計算書計上額との差額 千円、賞与

引当金取崩額と繰入額との差額 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

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販売費及び一

般管理費であります。  

３． セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

Ⅱ 当第２四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）  

１．報告セグメントごとの完成工事高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                       （単位：千円）

（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、技術本部を含めて記

載しております。  

２． セグメント利益の調整額 千円には、主に工事損失引当金減少額 千円、社内損料

として計算した減価償却費・機械等修繕費と四半期損益計算書計上額との差額 千円、賞与

引当金取崩額と繰入額との差額 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

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販売費及び一

般管理費であります。  

３． セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益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

  

報告セグメント

その他
(注)１

合計 調整額 
(注)２ 

四半期
損益計算
書計上額
(注)３ 

東日本事業
グループ  

名古屋 
支店  

西日本事業
グループ 

海外事業
グループ

計 

完成工事高  1,789,224  500,402 606,804 222,173 3,118,605 31,370  3,149,975  － 3,149,975

セグメント利益

又は損失(△) 
 103,620  7,078 38,364 △2,670 146,391 31,370  177,761 △217,867 △40,105

△217,867 15,000

12,868

14,655

△257,750

  

報告セグメント

その他
(注)１

合計 調整額 
(注)２ 

四半期
損益計算
書計上額
(注)３ 

東日本事業
グループ  

名古屋 
支店  

西日本事業
グループ 

海外事業
グループ

計 

完成工事高  2,630,462  475,987 625,298 176,557 3,908,304 8,459  3,916,764  － 3,916,764

セグメント利益

又は損失(△) 
 257,868  △3,965 △7,474 △17,893 228,536 8,459  236,995 △179,612 57,383

△179,612 4,500

81,797

6,796

△266,373



 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

第１四半期会計期間より、一部の支店をグループ化した意思決定単位の変更に伴い、報告セグメントを

従来の支店区分から下記報告セグメント区分に変更しております。 

なお、前第２四半期累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に基づき作成したもの

を表示しております。 

   

   

  該当事項はありません。 

  

第１四半期会計期間 

からの報告セグメント  
前事業年度の報告セグメント区分とグループ化した支店  

東日本事業グループ  報告セグメントの「東京支店」、その他事業セグメントの「仙台支店」 

名古屋支店  報告セグメントの「名古屋支店」  

西日本事業グループ  
報告セグメントの「関西支店」、その他事業セグメントの「広島支店」及

び「九州支店」  

海外事業グループ  報告セグメントの「台北支店」、その他事業セグメントの「香港支店」 

（７）重要な後発事象
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