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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 26,674 27.4 444 ― 539 ― 294 114.2
24年3月期第2四半期 20,940 △25.1 △95 ― △15 ― 137 85.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 191百万円 （52.0％） 24年3月期第2四半期 125百万円 （―％）

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 4.49 ―
24年3月期第2四半期 1.98 ―

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 51,695 20,848 39.3 318.36
24年3月期 50,197 21,802 42.4 316.73
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  20,315百万円 24年3月期  21,291百万円

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 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 8.00 8.00

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  
※当社グループは、年次による業績管理を行っているため、平成25年度3月期より通期の業績予想のみを開示しております。 

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 57,000 8.9 900 △15.6 1,000 △25.6 600 △33.3 8.75



(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 

（注）詳細は、【添付資料】Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果
と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、【添付資料Ｐ．２「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」をご覧下さい。 

※  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   ：  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 68,368,532 株 24年3月期 78,368,532 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 4,556,696 株 24年3月期 11,145,202 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 65,520,078 株 24年3月期2Q 69,225,635 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、海外経済の減速を受け、輸出や鉱工業生産は弱含みの状況な

がら、国内需要は復興関連需要などにより底堅く推移しています。また、個人消費は、雇用環境の改善を受け、底

堅く推移し、企業の設備投資も緩やかな増加基調にあります。しかし、海外経済の減速等の不透明な外的要因か

ら、当面は横ばいの状況が引き続くものと考えられます。 

 当社グループが主に属します建設業界では、前述の通り、復興関連需要を中心に公共投資が増加しており、民間

でも個人消費が底堅く推移し、企業の設備投資も増加基調にあります。一方、原価面では復興関連需要に伴う労務

者不足・労務費の高騰等の先行き不透明な懸念材料もあります。総じて受注環境は改善傾向にあるものの、同業他

社との厳しい受注競争、価格競争は引き続いています。 

  

 セグメントの業績は次のとおりです。 

 なお、セグメント損益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

（建設事業） 

 建設事業の業績につきましては、受注高276億５千２百万円、売上高255億９千７百万円、セグメント利益３億５

千６百万円となりました。 

  

（ゴルフ場事業） 

 ゴルフ場事業の業績につきましては、売上高１億８千４百万円、セグメント利益４千９百万円となりました。 

  

（ホテル事業） 

 ホテル事業の業績につきましては、売上高２億２千９百万円、セグメント利益１千７百万円となりました。 

  

（広告代理店事業） 

 広告代理店事業の業績につきましては、売上高７億２百万円、セグメント利益２千２百万円となりました。 

   

   

（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総資産は前連結会計年度に比べ14億９千８百万円増の516億９千５百万円となっ

ています。主な変動要因としては、完成工事未収入金及び開発事業等支出金の増加によるものです。負債の部に関

しては主に短期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ24億５千２百万円増の308億４千７百万円となりま

した。純資産の部に関しては、主に配当金の支払い及び自己株式の取得により、前連結会計年度末に比べ９億５千

４百万円減少の208億４千８百万円となっています。これらにより当第２四半期連結会計期間末における自己資本

比率は39.3％となっています。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年５月11日に公表いたしました通期の業績予想について、現時点で変更はありません。 

   

（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 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います。 

 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



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   

現金及び預金 5,753,675 3,950,765

受取手形・完成工事未収入金等 12,525,321 13,545,165

販売用不動産 6,309,671 6,309,671

未成工事支出金 2,286,224 2,067,288

開発事業等支出金 1,421,387 2,470,805

その他のたな卸資産 47,438 43,515

繰延税金資産 1,199,777 1,244,884

その他 538,076 2,124,538

貸倒引当金 △84,095 △85,671

流動資産合計 29,997,474 31,670,960

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,431,987 7,431,987

その他 11,462,515 11,518,095

減価償却累計額 △5,921,261 △6,009,559

有形固定資産合計 12,973,241 12,940,523

無形固定資産 53,301 59,730

投資その他の資産   

投資有価証券 3,946,210 3,728,200

長期貸付金 2,292,198 2,442,530

繰延税金資産 500,909 470,004

その他 1,252,657 1,306,728

貸倒引当金 △819,166 △924,130

投資その他の資産合計 7,172,808 7,023,332

固定資産合計 20,199,350 20,023,585

資産合計 50,196,824 51,694,545



（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 15,703,741 15,023,913

短期借入金 － 1,500,000

未払法人税等 71,294 164,886

未成工事受入金 3,595,893 4,160,081

引当金 368,138 443,891

その他 803,651 1,815,509

流動負債合計 20,542,717 23,108,280

固定負債   

長期借入金 4,000,000 4,000,000

退職給付引当金 544,541 522,409

会員預り金 3,048,100 2,974,550

その他 259,482 241,376

固定負債合計 7,852,123 7,738,335

負債合計 28,394,840 30,846,615

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,116,492 9,116,492

資本剰余金 7,404,983 5,066,238

利益剰余金 7,216,396 6,973,503

自己株式 △2,699,721 △966,486

株主資本合計 21,038,150 20,189,747

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 240,639 95,820

繰延ヘッジ損益 － △11,191

為替換算調整勘定 12,702 40,587

その他の包括利益累計額合計 253,341 125,216

少数株主持分 510,493 532,967

純資産合計 21,801,984 20,847,930

負債純資産合計 50,196,824 51,694,545



（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   

完成工事高 18,595,705 25,225,486

兼業事業売上高 2,344,182 1,448,892

売上高合計 20,939,887 26,674,378

売上原価   

完成工事原価 17,643,827 23,613,034

兼業事業売上原価 1,567,195 831,458

売上原価合計 19,211,022 24,444,492

売上総利益   

完成工事総利益 951,878 1,612,452

兼業事業総利益 776,987 617,434

売上総利益合計 1,728,865 2,229,886

販売費及び一般管理費 1,824,133 1,786,092

営業利益又は営業損失（△） △95,268 443,794

営業外収益   

受取利息 49,152 50,234

受取配当金 41,406 39,530

持分法による投資利益 26,927 24,958

会員権引取差額 41,341 38,379

その他 25,971 17,086

営業外収益合計 184,797 170,187

営業外費用   

支払利息 69,888 64,072

為替差損 34,434 7,532

その他 230 3,537

営業外費用合計 104,552 75,141

経常利益又は経常損失（△） △15,023 538,840

特別利益   

固定資産売却益 65,568 538

特別利益合計 65,568 538

特別損失   

投資有価証券評価損 8,326 4,556

その他 264 17

特別損失合計 8,590 4,573

税金等調整前四半期純利益 41,955 534,805

法人税、住民税及び事業税 40,249 144,247

法人税等調整額 △152,508 71,800

法人税等合計 △112,259 216,047

少数株主損益調整前四半期純利益 154,214 318,758

少数株主利益 16,906 24,691

四半期純利益 137,308 294,067



（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 154,214 318,758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47,442 △144,656

繰延ヘッジ損益 4,727 △11,191

為替換算調整勘定 11,091 3,818

持分法適用会社に対する持分相当額 2,900 24,066

その他の包括利益合計 △28,724 △127,963

四半期包括利益 125,490 190,795

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,752 165,942

少数株主に係る四半期包括利益 16,738 24,853



（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 41,955 534,805

減価償却費 125,465 112,607

持分法による投資損益（△は益） △26,927 △24,958

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,779 1,983

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,236 △22,132

その他の引当金の増減額（△は減少） 7,024 75,753

受取利息及び受取配当金 △90,558 △89,764

支払利息 69,888 64,072

為替差損益（△は益） 56,983 18,244

売上債権の増減額（△は増加） 1,297,901 △1,019,510

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △853,156 △830,482

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,264 4,383

その他の流動資産の増減額（△は増加） △726,541 △1,521,139

仕入債務の増減額（△は減少） △2,220,396 △680,062

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,083,045 564,188

その他 557,891 862,730

小計 361,823 △1,949,282

利息及び配当金の受取額 82,336 103,019

利息の支払額 △69,888 △64,072

法人税等の支払額 △280,537 △44,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,734 △1,954,970

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 △106,601 △41,910

有形固定資産の売却による収入 128,452 828

投資有価証券の取得による支出 △24,829 △50,457

投資有価証券の償還による収入 － 50,000

貸付けによる支出 △112,919 △81,364

貸付金の回収による収入 25,046 4,208

その他 △36,363 △67,001

投資活動によるキャッシュ・フロー △127,214 △185,696

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） △1,000,000 1,500,000

自己株式の取得による支出 △773 △605,509

配当金の支払額 △553,001 △536,961

少数株主への配当金の支払額 △2,380 △2,380

その他 △1,002 △2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,557,156 352,750

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,607 △17,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,642,243 △1,805,852

現金及び現金同等物の期首残高 4,861,708 5,536,811

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,219,465 3,730,959



  該当事項はありません。 

   

 当社は、当第２四半期連結累計期間において、会社法第178条の規定に基づき自己株式 10,000千株を消却すると

ともに、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式3,406千株

を新たに取得しています。これらにより資本剰余金が2,339百万円、自己株式が1,734百万円減少しています。 

   

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） 

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 

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書計上の営業損失と一致し

ています。 

  

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） 

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 

（注）１．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書計上の営業利益と一致しています。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 前第３四半期連結会計期間から、「その他」としていた「広告代理店事業」について報告セグメントとし

て記載しています。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区

分に基づき作成したものを開示しています。 

  

（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 

  合計 調整額 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）１ 

建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業
広告代理店

事業 

売上高               

外部顧客への売上高  19,999,375  175,616  195,070  569,826  20,939,887  －  20,939,887

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 88,342  695  2,507  29,331  120,875  △120,875  －

計  20,087,717  176,311  197,577  599,157  21,060,762  △120,875  20,939,887

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
 △155,136  33,934  19,933  6,001  △95,268  －  △95,268

  （単位：千円）

  

  

 報告セグメント 

  合計 調整額 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）１ 

建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業
広告代理店

事業 

売上高               

外部顧客への売上高  25,597,350  182,617  226,419  667,992  26,674,378  －  26,674,378

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 134  1,177  2,722  33,856  37,889  △37,889  －

計  25,597,484  183,794  229,141  701,848  26,712,267  △37,889  26,674,378

セグメント利益  356,323  48,868  16,689  21,914  443,794  －  443,794



  該当事項はありません。 

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

 提出会社単独の事業の状況は、以下のとおりです。 

  

１．建設事業部門 

(1）受注工事高、完成工事高、繰越工事高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

１ 前事業年度以前に受注した工事で契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増減

額を含めています。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれます。 

２ 期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）に一致します。 

  

(2）受注工事高 

（注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

（７）重要な後発事象

４．補足情報

期別 区分 期首繰越工事高
（千円） 

期中受注工事高
（千円） 

計
（千円） 

期中完成工事高 
（千円） 

期末繰越工事高
（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） 

建築工事 21,763,786 20,070,738 41,834,524  15,050,810 26,783,714

土木工事 9,892,745 4,007,491 13,900,236  3,633,237 10,266,999

計 31,656,531 24,078,229 55,734,760  18,684,047 37,050,713

 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） 

建築工事 26,504,482 24,199,306 50,703,788  20,768,118 29,935,670

土木工事 9,890,844 3,453,090 13,343,934  4,457,502 8,886,432

計 36,395,326 27,652,396 64,047,722  25,225,620 38,822,102

前事業年度 

  

（自平成23年４月１日 

至平成24年３月31日） 

建築工事 21,763,786 43,001,546 64,765,332  38,260,850 26,504,482

土木工事 9,892,745 8,675,777 18,568,522  8,677,678 9,890,844

計 31,656,531 51,677,323 83,333,854  46,938,528 36,395,326

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（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 

建築工事  1,318,209  18,752,529  20,070,738

土木工事  2,572,627  1,434,864  4,007,491

計  3,890,836  20,187,393  24,078,229

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 

建築工事  3,569,381  20,629,925  24,199,306

土木工事  2,232,852  1,220,238  3,453,090

計  5,802,233  21,850,163  27,652,396



(3）完成工事高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

(4）繰越工事高（平成24年９月30日現在） 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

２．開発事業部門 

(1）売上高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

  

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（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 

建築工事  2,007,983  13,042,827  15,050,810

土木工事  1,958,365  1,674,872  3,633,237

計  3,966,348  14,717,699  18,684,047

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 

建築工事  1,578,750  19,189,368  20,768,118

土木工事  3,084,022  1,373,480  4,457,502

計  4,662,772  20,562,848  25,225,620

区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円） 

建築工事  4,853,830  25,081,840  29,935,670

土木工事  8,075,920  810,512  8,886,432

計  12,929,750  25,892,352  38,822,102

区分 

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 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

土地  4  316,146  －  －

建物  3  837,712  －  －

不動産賃貸収入他  12  249,812  15  371,864

計  19  1,403,670  15  371,864
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