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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第2四半期 6,378 △8.5 361 △11.2 361 △13.4 174 △18.7
26年3月期第2四半期 6,970 3.7 407 178.2 417 167.7 214 162.6

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 223百万円 （△12.5％） 26年3月期第2四半期 255百万円 （97.1％）

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

27年3月期第2四半期 16.69 ―
26年3月期第2四半期 20.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 12,047 3,978 28.2
26年3月期 12,444 3,821 26.3
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 3,403百万円 26年3月期 3,271百万円

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

26年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
27年3月期 ― ―
27年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 13,500 △7.0 440 △43.5 420 △46.4 200 △39.8 19.16



(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）

※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、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は終了しておりません。

※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。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)２ページ「(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 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 ： 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） 27年3月期2Q 10,596,509 株 26年3月期 10,596,509 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 158,484 株 26年3月期 157,059 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 10,438,539 株 26年3月期2Q 10,440,807 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による経済・金融政策などを背景に企業収益や雇

用情勢が改善し、景気は緩やかな回復基調が続いています。しかしながら、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動

や天候不順の影響などにより個人消費回復の足取りは鈍く、また海外経済の下振れリスクや欧州・中東などの地政

学リスクの影響が懸念されるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

当社グループが主事業として展開している建設産業におきましては、復興関連予算の執行及び国土強靭化への取

り組み等により公共投資は堅調に推移し、また民間設備投資も企業収益の改善等を背景に持ち直しの傾向にあるも

のの、建設労働者不足に伴う労務費の高騰や資材価格の上昇等、引き続き経営環境は厳しい状況にあります。

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めた結果、当第２四半期連結累計期

間の受注は8,963百万円(前年同四半期比22.3％増加)となりましたが、売上高につきましては、前連結会計年度より

繰り越された工事量が少なかったため、当第２四半期連結累計期間は6,378百万円(前年同四半期比8.5％減少)とな

りました。

また、利益面につきましては、工事利益率は改善したものの売上高の減少により、営業利益は361百万円(前年同

四半期比11.2％減少)、経常利益は361百万円(前年同四半期比13.4％減少)となり、四半期純利益は174百万円(前年

同四半期比18.7％減少)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて278百万円（4.0％）減少し、6,747百万円となりました。これは主に、

未成工事支出金が103百万円、流動資産のその他が369百万円それぞれ増加したものの、現金預金が147百万円、受取

手形・完成工事未収入金等が594百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて118百万円（2.2％）減少し、5,299百万円となりました。これは主に、

減価償却累計額が50百万円増加し、建物・構築物が42百万円、土地が16百万円それぞれ減少したこと等によるもの

であります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて396百万円（3.2％）減少し、12,047百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて455百万円（7.3％）減少し、5,800百万円となりました。これは主に、

未成工事受入金が246百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等が88百万円、短期借入金が503百万円、未払

法人税等が85百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて98百万円（4.1％）減少し、2,269百万円となりました。これは主に、長

期借入金が75百万円、リース債務が23百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて553百万円（6.4％）減少し、8,069百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて156百万円（4.1％）増加し、3,978百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が127百万円、少数株主持分が25百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、平成26年５月15日発表の業績予想に変更ありません。

なお、実際の業績につきましては、今後様々な不確定要素が内在しているため、予想値と異なる可能性がありま

す。
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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

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

該当事項はありません。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,605,606 3,458,186

受取手形・完成工事未収入金等 2,706,248 2,111,805

有価証券 - 10,022

未成工事支出金 129,872 232,957

その他のたな卸資産 436,356 415,644

繰延税金資産 56,925 56,300

その他 98,862 468,385

貸倒引当金 △7,789 △5,316

流動資産合計 7,026,082 6,747,984

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 3,236,763 3,194,471

機械、運搬具及び工具器具備品 765,608 764,171

土地 2,665,091 2,648,188

リース資産 816,058 816,058

その他 - 4,480

減価償却累計額 △2,556,399 △2,607,012

有形固定資産合計 4,927,123 4,820,357

無形固定資産 20,511 20,355

投資その他の資産

投資有価証券 192,151 197,464

長期貸付金 97,561 78,408

その他 243,822 243,270

貸倒引当金 △63,097 △59,987

投資その他の資産合計 470,438 459,156

固定資産合計 5,418,073 5,299,869

資産合計 12,444,156 12,047,854

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 2,655,335 2,567,040

短期借入金 1,657,677 1,153,930

未払法人税等 222,448 137,115

未成工事受入金 1,036,338 1,283,048

賞与引当金 73,436 88,967

役員賞与引当金 33,000 ─

完成工事補償引当金 7,760 6,629

工事損失引当金 15,219 7,085

その他 554,225 556,510

流動負債合計 6,255,441 5,800,326
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

固定負債

長期借入金 748,295 672,855

リース債務 718,109 694,112

再評価に係る繰延税金負債 398,073 394,867

役員退職慰労引当金 85,533 88,800

退職給付に係る負債 8,097 8,104

資産除去債務 72,475 73,031

負ののれん 38,174 36,221

その他 298,666 301,322

固定負債合計 2,367,427 2,269,314

負債合計 8,622,868 8,069,641

純資産の部

株主資本

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 1,974,762 2,102,667

自己株式 △17,885 △18,144

株主資本合計 2,615,509 2,743,155

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,097 35,002

土地再評価差額金 630,839 624,984

その他の包括利益累計額合計 655,937 659,987

少数株主持分 549,841 575,070

純資産合計 3,821,288 3,978,212

負債純資産合計 12,444,156 12,047,854
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

売上高 6,970,652 6,378,354

売上原価 6,017,587 5,410,600

売上総利益 953,065 967,753

販売費及び一般管理費 545,409 605,860

営業利益 407,656 361,892

営業外収益

受取利息 1,406 1,450

受取配当金 2,266 2,277

受取保険金 9,620 8,909

貸倒引当金戻入額 7,067 5,583

その他 6,542 6,221

営業外収益合計 26,904 24,443

営業外費用

支払利息 11,656 18,292

支払手数料 3,500 3,500

その他 1,874 3,148

営業外費用合計 17,031 24,940

経常利益 417,529 361,395

特別損失

減損損失 ─ 16,903

固定資産売却損 38 ─

投資有価証券評価損 1,249 ─

特別損失合計 1,288 16,903

税金等調整前四半期純利益 416,240 344,491

法人税、住民税及び事業税 153,387 133,916

法人税等調整額 8,773 △2,710

法人税等合計 162,160 131,205

少数株主損益調整前四半期純利益 254,079 213,286

少数株主利益 39,829 39,039

四半期純利益 214,250 174,247
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 254,079 213,286

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 965 9,894

その他の包括利益合計 965 9,894

四半期包括利益 255,044 223,181

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 215,217 184,152

少数株主に係る四半期包括利益 39,827 39,028
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計機関(自 平成25年４月１日 至 平成25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 セグメント利益の調整額△20,847千円は、セグメント間の取引に係る調整額△12,355と、各報告セグメント

に配分していない全社費用△8,491千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントの変更等に関する情報

第２四半期会計期間より、太陽光発電事業を開始したことに伴い、新たに「太陽光発電事業」を報告セグメント

に追加しています。

Ⅱ 当第２四半期連結累計機関(自 平成26年４月１日 至 平成26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 セグメント利益の調整額2,152千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「不動産事業」セグメントの賃貸用資産及び全社資産である遊休資産について、時価の著しい下落または収益性

の低下により、帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期

間におきましては、それぞれ7,202千円及び9,701千円であります。

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業
太陽光

発電事業
合計

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 6,645,283 230,091 44,304 33,418 17,555 6,970,652 ― 6,970,652

セグメント間の内部

売上高又は振替高
186,050 3,529 ― ― ― 189,579 △189,579 ―

計 6,831,333 233,620 44,304 33,418 17,555 7,160,231 △189,579 6,970,652

セグメント利益

又は損失(△)
306,057 115,712 4,852 △3,538 5,420 428,503 △20,847 407,656

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業
太陽光

発電事業
合計

調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 5,955,155 177,808 44,644 65,490 135,254 6,378,354 ― 6,378,354

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,300 3,652 ― ― ― 5,952 △5,952 ―

計 5,957,455 181,460 44,644 65,490 135,254 6,384,306 △5,952 6,378,354

セグメント利益

又は損失(△)
233,046 68,968 1,479 △5,690 61,936 359,739 2,152 361,892
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４．補足情報

（１）四半期個別受注の状況

個別受注実績 （注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(注)１ 受注高は、当該四半期までの累計額

２ パーセント表示は、前年四半期増減率(参考)受注実績内訳

(参考)受注実績内訳

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。(単位：百万円)

(注)１ 受注高は、当該四半期までの累計額

２ パーセント表示は構成比率

受注高

26年３月期第２四半期 6,727百万円 4.0％

27年３月期第２四半期 8,415百万円 25.1％

区 分
平成27年３月期

第２四半期

平成26年３月期

第２四半期
比較増減 増減率

建

設

事

業

土

木

官公庁 1,796 (21.3％) 1,362 (20.3％) 433 31.8％

民 間 132 ( 1.6  ) 115 ( 1.7  ) 17 14.9

計 1,928 (22.9  ) 1,477 (22.0  ) 450 30.5

建

築

官公庁 2,180 (25.9  ) 3,310 (49.2  ) △1,130 △34.2

民 間 4,306 (51.2  ) 1,939 (28.8  ) 2,367 122.1

計 6,486 (77.1  ) 5,250 (78.0  ) 1,236 23.6

合

計

官公庁 3,976 (47.3  ) 4,673 (69.5  ) △697 △14.9

民 間 4,439 (52.7  ) 2,054 (30.5  ) 2,384 116.1

計 8,415 (100.0  ) 6,727 (100.0  ) 1,687 25.1
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