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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 53,375 1.6 510 68.8 496 92.0 △68 ―
24年3月期第2四半期 52,543 △10.4 302 △71.1 258 △72.7 △428 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △276百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △902百万円 （―％）

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 △1.98 ―
24年3月期第2四半期 △12.47 ―

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 62,296 9,330 14.3
24年3月期 65,838 9,710 14.2
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,880百万円 24年3月期  9,323百万円

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   

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 115,000 4.2 1,700 642.3 1,600 479.8 800 ― 23.27



(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) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
 本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表時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、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場合があります。 

※  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 34,498,097 株 24年3月期 34,498,097 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 114,798 株 24年3月期 111,406 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 34,384,874 株 24年3月期2Q 34,388,884 株
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当第２四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は、建設事業521億20百万円(前年同四

半期比1.6％増)に不動産事業他12億54百万円(前年同四半期比2.5％増)をあわせ、533億75百万円(前年同

四半期比1.6％増)となりました。 

損益面におきましては、営業利益は５億10百万円(前年同四半期比68.8％増)、経常利益は４億96百万円

(前年同四半期比92.0％増)となりましたが、投資有価証券評価損などの発生により、四半期純損失は68百

万円(前年同四半期  四半期純損失４億28百万円)となりました。 

  

  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ35億41百万円減少し、622億96百

万円となりました。これは、「現金預金」が８億48百万円及び「未成工事支出金」が15億37百万円それぞ

れ増加しましたが、「受取手形・完成工事未収入金等」が55億35百万円減少したことなどによるものであ

ります。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ31億61百万円減少し、529億65百万円となりました。これは、

「未成工事受入金」が９億７百万円増加しましたが、「支払手形・工事未払金等」が34億81百万円及び

「工事損失引当金」が３億37百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ３億79百万円減少し、93億30百万円となりました。これは、剰

余金の配当１億３百万円の支払及び円高による為替換算調整勘定の影響などによるものであります。 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少及び未成工

事支出金の増加などがありましたが、売上債権の減少及び未成工事受入金の増加などにより、17億８百万

円のプラス(前年同四半期は60億25百万円のマイナス)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入などにより、３億55百万円のプラス

(前年同四半期は５億64百万円のマイナス)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加がありましたが、長期借入金の返済及び社債

の償還による支出などにより、１億32百万円のマイナス(前年同四半期は１億44百万円のプラス)となりま

した。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度

末に比べ15億55百万円増加し、165億82百万円となりました。 

  

  

  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、本資料の発表時現在において平成24年５月11日に公表

いたしました業績予想から変更はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益への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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（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）
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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：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 17,102 17,951

受取手形・完成工事未収入金等 25,977 20,441

未成工事支出金 1,626 3,164

その他のたな卸資産 816 264

繰延税金資産 49 47

その他 1,829 2,074

貸倒引当金 △255 △215

流動資産合計 47,146 43,728

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,254 4,177

土地 10,975 11,161

その他（純額） 226 200

有形固定資産合計 15,456 15,538

無形固定資産 123 123

投資その他の資産

投資有価証券 2,390 2,230

繰延税金資産 33 14

その他 893 863

貸倒引当金 △206 △201

投資その他の資産合計 3,111 2,906

固定資産合計 18,691 18,568

資産合計 65,838 62,296
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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 38,482 35,001

1年内償還予定の社債 560 280

短期借入金 5,030 5,630

未払法人税等 174 189

未成工事受入金 5,351 6,259

工事損失引当金 951 613

引当金 331 278

その他 1,359 1,131

流動負債合計 52,241 49,384

固定負債

長期借入金 1,975 1,650

繰延税金負債 224 233

退職給付引当金 918 957

負ののれん 57 28

その他 710 712

固定負債合計 3,886 3,581

負債合計 56,127 52,965

純資産の部

株主資本

資本金 5,061 5,061

資本剰余金 1,400 1,400

利益剰余金 4,961 4,790

自己株式 △27 △28

株主資本合計 11,395 11,223

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 140 115

為替換算調整勘定 △2,211 △2,458

その他の包括利益累計額合計 △2,071 △2,342

少数株主持分 386 449

純資産合計 9,710 9,330

負債純資産合計 65,838 62,296
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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 52,543 53,375

売上原価 49,753 50,665

売上総利益 2,789 2,709

販売費及び一般管理費 2,487 2,199

営業利益 302 510

営業外収益

受取利息 41 43

受取配当金 16 18

負ののれん償却額 28 28

その他 6 11

営業外収益合計 93 102

営業外費用

支払利息 79 74

為替差損 47 35

その他 8 6

営業外費用合計 136 115

経常利益 258 496

特別利益

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失

投資有価証券評価損 － 121

その他 244 1

特別損失合計 244 123

税金等調整前四半期純利益 14 373

法人税、住民税及び事業税 181 316

法人税等調整額 222 40

法人税等合計 403 356

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（△）

△389 16

少数株主利益 39 84

四半期純損失（△） △428 △68
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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（△）

△389 16

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △46 △24

為替換算調整勘定 △467 △268

その他の包括利益合計 △513 △292

四半期包括利益 △902 △276

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △907 △339

少数株主に係る四半期包括利益 4 62
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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 14 373

減価償却費 185 166

負ののれん償却額 △28 △28

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35 43

受取利息及び受取配当金 △58 △62

支払利息 79 74

売上債権の増減額（△は増加） △2,071 5,306

未成工事支出金の増減額（△は増加） △801 △1,545

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △2 552

仕入債務の増減額（△は減少） △4,581 △2,931

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,158 987

その他 235 △881

小計 △5,806 2,013

利息及び配当金の受取額 58 62

利息の支払額 △79 △71

法人税等の支払額 △197 △297

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,025 1,708

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 △1,295 △1,254

定期預金の払戻による収入 825 1,904

有形固定資産の取得による支出 △123 △313

その他 28 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △564 355

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） 990 500

長期借入金の返済による支出 △331 △225

社債の償還による支出 △280 △280

配当金の支払額 △206 △103

その他 △28 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 144 △132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △767 △374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,212 1,555

現金及び現金同等物の期首残高 19,552 15,026

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,339 16,582
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該当事項はありません。 

  

  

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
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   なお、参考のため提出会社の建設事業の状況は次のとおりである。 

４．補足情報

 連結業績の建設事業の受注高、売上高、繰越高

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

比較増減自 平成23年４月１日 自 平成24年４月１日

至 平成23年９月30日 至 平成24年９月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %
受 国内 30,256 64.7 33,441 62.1 3,184 10.5

注 海外 16,484 35.3 20.377 37.9 3,893 23.6

高 合計 46,741 100.0 53,819 100.0 7,078 15.1

売 国内 32,176 62.7 27,162 52.1 △5,013 △15.6

上 海外 19,142 37.3 24,958 47.9 5,815 30.4

高 合計 51,319 100.0 52,120 100.0 801 1.6

繰 国内 76,352 68.8 69,824 63.5 △6,527 △8.5

越 海外 34,549 31.2 40,087 36.5 5,538 16.0

高 合計 110,901 100.0 109,911 100.0 △989 △0.9

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

比較増減自 平成23年４月１日 自 平成24年４月１日

至 平成23年９月30日 至 平成24年９月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %

建築

官公庁 2,574 8.4 1,546 4.6 △1,028 △39.9
受 民間 27,441 89.7 31,705 94.0 4,264 15.5

計 30,015 98.1 33,251 98.6 3,236 10.8

土木

官公庁 588 1.9 486 1.4 △102 △17.4
注 民間 ― ― ― ― ― ―

計 588 1.9 486 1.4 △102 △17.4

合計

官公庁 3,163 10.3 2,032 6.0 △1,130 △35.7
高 民間 27,441 89.7 31,705 94.0 4,264 15.5

計 30,604 100.0 33,738 100.0 3,133 10.2

建築

官公庁 3,814 11.6 3,854 13.9 39 1.0

売 民間 28,697 87.7 23,490 84.6 △5,207 △18.1

計 32,512 99.3 27,344 98.5 △5,168 △15.9

土木

官公庁 220 0.7 410 1.5 189 85.9

上 民間 ― ― ― ― ― ―

計 220 0.7 410 1.5 189 85.9

合計

官公庁 4,035 12.3 4,264 15.4 228 5.7

高 民間 28,697 87.7 23,490 84.6 △5,207 △18.1

計 32,733 100.0 27,755 100.0 △4,978 △15.2

建築

官公庁 11,628 15.1 5,611 8.0 △6,017 △51.7

繰 民間 64,772 84.1 63,749 90.8 △1,022 △1.6

計 76,400 99.2 69,360 98.8 △7,039 △9.2

土木

官公庁 595 0.8 852 1.2 256 43.1

越 民間 ― ― ― ― ― ―

計 595 0.8 852 1.2 256 43.1

合計

官公庁 12,223 15.9 6,463 9.2 △5,760 △47.1

高 民間 64,772 84.1 63,749 90.8 △1,022 △1.6

計 76,995 100.0 70,213 100.0 △6,782 △8.8
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