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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 23,803 5.2 △6,003 ― △5,745 ― △4,028 ―
24年3月期第3四半期 22,626 △19.7 △6,278 ― △5,935 ― △4,150 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △3,661百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △4,632百万円 （―％）

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3四半期 △53.37 ―
24年3月期第3四半期 △53.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 75,390 39,371 51.9
24年3月期 79,371 43,505 54.5
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 39,144百万円 24年3月期 43,248百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 7.50 7.50

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 68,400 3.7 3,300 8.9 3,400 2.2 1,650 16.2 21.86



(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 ： 有

(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。

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、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いません。

※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。

※  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3Q 86,656,510 株 24年3月期 86,656,510 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 11,194,147 株 24年3月期 11,170,244 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 75,472,183 株 24年3月期3Q 77,751,894 株
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重要な子会社の異動はありません。

原価差異の繰延処理

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期末日までにほぼ解

消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰り延べております。

(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。これによる損益への影響は軽微であります。

１．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
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,917 4,566

受取手形及び売掛金 30,084 6,846

有価証券 4 4

商品及び製品 42 42

仕掛品 6,379 22,381

原材料及び貯蔵品 148 179

その他 2,550 5,963

貸倒引当金 △41 △29

流動資産合計 45,087 39,955

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,360 8,405

土地 13,962 13,962

その他（純額） 1,008 855

有形固定資産合計 23,331 23,223

無形固定資産

のれん 927 696

その他 430 536

無形固定資産合計 1,358 1,232

投資その他の資産

投資有価証券 7,745 9,132

その他 2,031 2,028

貸倒引当金 △181 △181

投資その他の資産合計 9,594 10,979

固定資産合計 34,284 35,435

資産合計 79,371 75,390
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,851 3,308

短期借入金 12,000 9,000

1年内返済予定の長期借入金 118 108

未払法人税等 1,034 231

前受金 5,530 13,009

賞与引当金 1,666 846

役員賞与引当金 67 －

工事損失引当金 90 162

災害損失引当金 12 2

事業構造改善引当金 31 18

その他 3,750 3,500

流動負債合計 30,152 30,188

固定負債

長期借入金 79 －

退職給付引当金 3,379 3,563

役員退職慰労引当金 92 71

環境対策引当金 57 34

資産除去債務 51 49

負ののれん 14 3

その他 2,039 2,108

固定負債合計 5,713 5,830

負債合計 35,866 36,019

純資産の部

株主資本

資本金 7,393 7,393

資本剰余金 6,131 6,131

利益剰余金 33,629 29,140

自己株式 △3,387 △3,393

株主資本合計 43,767 39,271

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △517 △24

繰延ヘッジ損益 △0 △65

為替換算調整勘定 △0 △36

その他の包括利益累計額合計 △519 △127

少数株主持分 256 227

純資産合計 43,505 39,371

負債純資産合計 79,371 75,390
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 22,626 23,803

売上原価 18,349 18,934

売上総利益 4,277 4,868

販売費及び一般管理費 10,555 10,872

営業損失（△） △6,278 △6,003

営業外収益

受取利息 52 40

受取配当金 210 232

投資有価証券償還益 161 －

その他 100 79

営業外収益合計 524 352

営業外費用

支払利息 32 26

為替差損 86 54

その他 62 14

営業外費用合計 181 95

経常損失（△） △5,935 △5,745

特別損失

投資有価証券売却損 264 －

特別損失合計 264 －

税金等調整前四半期純損失（△） △6,199 △5,745

法人税、住民税及び事業税 330 390

法人税等調整額 △2,337 △2,084

法人税等合計 △2,007 △1,694

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,191 △4,051

少数株主損失（△） △41 △23

四半期純損失（△） △4,150 △4,028

少数株主損失（△） △41 △23

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △4,191 △4,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △458 492

繰延ヘッジ損益 15 △65

為替換算調整勘定 2 △37

その他の包括利益合計 △440 389

四半期包括利益 △4,632 △3,661

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,591 △3,636

少数株主に係る四半期包括利益 △41 △25
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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３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31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（△） △6,199 △5,745

減価償却費 704 656

のれん償却額 222 221

投資有価証券売却損益（△は益） 234 △3

投資有価証券償還損益（△は益） △161 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △820 △819

工事損失引当金の増減額（△は減少） 109 71

退職給付引当金の増減額（△は減少） 157 183

環境対策引当金の増減額（△は減少） △25 △22

災害損失引当金の増減額（△は減少） △57 △10

受取利息及び受取配当金 △263 △273

支払利息 32 26

為替差損益（△は益） 30 △17

売上債権の増減額（△は増加） 18,196 23,351

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,691 △16,032

仕入債務の増減額（△は減少） △2,545 △2,553

前受金の増減額（△は減少） 4,800 7,449

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,174 △1,081

その他 △899 △714

小計 △1,348 4,684

利息及び配当金の受取額 278 220

利息の支払額 △30 △27

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △709 △1,260

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,809 3,616

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 △261 △529

有形固定資産の除却による支出 － △5

無形固定資産の取得による支出 △72 △113

投資有価証券の取得による支出 △1,004 △686

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,606 3

その他 △2 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー 265 △1,351

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） 3,500 △3,000

長期借入金の返済による支出 △88 △88

自己株式の取得による支出 △353 △6

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 △800 －

配当金の支払額 △793 △564

その他 △43 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,420 △3,695

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152 △1,426

現金及び現金同等物の期首残高 5,156 5,922

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 37

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,004 4,533
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当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

該当事項はありません。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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）「その他」の区分は収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のものでありま

す。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
（注）

合計
調整
額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

国内建設
コンサル
タント事業

海外建設
コンサル
タント事業

電力事業
不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

7,532 7,258 6,707 907 22,406 220 22,626 ─ 22,626

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

235 ─ 110 93 439 2 441 △441 ─

計 7,768 7,258 6,818 1,000 22,845 222 23,068 △441 22,626

セグメント利益
又は損失（△）

△5,405 △867 △362 650 △5,984 57 △5,927 △7 △5,935

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △5,984

「その他」の区分の利益又は損失（△） 57

セグメント間取引消去 △7

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益又は経
常損失（△）

△5,935
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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）「その他」の区分は収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のものでありま

す。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

(単位：百万円)

報告セグメント

その他
（注）

合計
調整
額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

国内建設
コンサル
タント事業

海外建設
コンサル
タント事業

電力事業
不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

6,833 8,288 7,627 846 23,594 208 23,803 ― 23,803

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

237 2 116 93 450 1 452 △452 ―

計 7,070 8,290 7,743 939 24,045 209 24,255 △452 23,803

セグメント利益
又は損失（△）

△5,628 △637 201 639 △5,424 △321 △5,745 0 △5,745

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △5,424

「その他」の区分の利益又は損失（△） △321

セグメント間取引消去 0

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益又は経
常損失（△）

△5,745

（６）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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３.補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

期 別 前年同四半期 当四半期

(参考)前期
(平成24年３月期)

平成24年３月期 平成25年３月期

第3四半期連結累計期間 第3四半期連結累計期間

区 分
金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

受
注
高

国内建設コンサルタント事業 28,083 54.4 30,797 55.4 37,581 54.3

海外建設コンサルタント事業 14,575 28.2 (注1)15,649 28.1 19,662 28.4

電力事業 8,999 17.4 9,132 16.4 11,990 17.3

不動産賃貸事業 － － －

その他 12 0.0 19 0.1 33 0.0

合計 51,670 100.0 55,599 100.0 69,268 100.0

売
上
高
１

国内建設コンサルタント事業 7,843 34.7 7,109 29.9 36,453 55.3

海外建設コンサルタント事業 7,681 33.9 8,685 36.5 17,622 26.7

電力事業 6,191 27.4 7,151 30.0 10,662 16.2

不動産賃貸事業 907 4.0 846 3.6 1,192 1.8

その他 2 0.0 10 0.0 14 0.0

合計 22,626 100.0 23,803 100.0 65,945 100.0

売
上
高
２

国内建設コンサルタント事業 7,532 33.3 6,833 28.7 34,422 52.2

海外建設コンサルタント事業 7,258 32.1 8,288 34.8 16,325 24.8

電力事業 6,707 29.6 7,627 32.0 12,932 19.6

不動産賃貸事業 907 4.0 846 3.6 1,192 1.8

その他 220 1.0 208 0.9 1,071 1.6

合計 22,626 100.0 23,803 100.0 65,945 100.0

期 別 前年同四半期 当四半期

(参考)前期
(平成24年３月期)平成24年３月期 平成25年３月期

第3四半期連結会計期間末 第3四半期連結会計期間末

区 分
金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

金 額
(百万円)

構成比
(％)

受
注
残
高

国内建設コンサルタント事業 31,531 40.1 36,108 42.1 12,420 23.4

海外建設コンサルタント事業 38,800 49.4 40,912 47.7 33,948 63.9

電力事業 8,246 10.5 8,747 10.2 6,766 12.7

不動産賃貸事業 － － －

その他 11 0.0 29 0.0 20 0.0

合計 78,589 100.0 85,797 100.0 53,154 100.0

(注)1.第１四半期連結会計期間より連結子会社としたNIPPON KOEI INDIA PVT. LTD.の連結開始時の受注残
638百万円を含めております。

    2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

    3.上記の金額は外部顧客に対するもので、セグメント間の内部取引および振替高は含まれておりま
せん。

    4.売上高１ は受注セグメント別、売上高２ は業務実施セグメント別に集計しております。
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