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1. 令和5年3月期第2四半期の連結業績（令和4年4月1日～令和4年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

5年3月期第2四半期 56,429 39.2 2,203 ― 2,450 ― 1,850 ―

4年3月期第2四半期 40,532 △18.3 △1,498 ― △1,437 ― △1,753 ―

（注）包括利益 5年3月期第2四半期　　2,557百万円 （―％） 4年3月期第2四半期　　△1,829百万円 （―％）

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

5年3月期第2四半期 53.83 ―

4年3月期第2四半期 △51.01 ―

(2) 連結財政状態

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

5年3月期第2四半期 76,084 37,790 48.2 1,066.68

4年3月期 82,190 35,576 41.9 1,001.72

（参考）自己資本 5年3月期第2四半期 36,658百万円 4年3月期 34,427百万円

2. 配当の状況

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

4年3月期 ― ― ― 10.00 10.00

5年3月期 ― ―

5年3月期（予想） ― 12.00 12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 令和 5年 3月期の連結業績予想（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 112,000 16.1 3,000 ― 3,100 ― 1,800 ― 52.38

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

②①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

(注)　詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び注記　(４)四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 5年3月期2Q 34,498,097 株 4年3月期 34,498,097 株

② 期末自己株式数 5年3月期2Q 130,610 株 4年3月期 130,262 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 5年3月期2Q 34,367,709 株 4年3月期2Q 34,368,290 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表時現在に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。
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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経営成績につきましては、売上高は、建設事業557億81百万円(前年同四半

期比39.8%増)に不動産事業他６億47百万円(前年同四半期比4.8%増)をあわせ、564億29百万円(前年同四半期比

39.2%増)となりました。

損益面におきましては、営業利益は22億３百万円(前年同四半期 営業損失14億98百万円)、経常利益は24億50百

万円(前年同四半期 経常損失14億37百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は18億50百万円(前年同四半期

親会社株主に帰属する四半期純損失17億53百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

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61億５百万円減少し、760億84百万円と

なりました。これは、「未成工事支出金」が５億16百万円及び流動資産の「その他」に含まれる「未収消費税

等」が６億67百万円それぞれ増加しましたが、「現金預金」が34億66百万円及び「受取手形・完成工事未収入金

等」が35億22百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ83億19百万円減少し、382億93百万円となりました。これは「支払手

形・工事未払金等」が49億52百万円、「未成工事受入金」が14億94百万円、「工事損失引当金」が４億11百万円

及び流動負債の「その他」に含まれる「未払消費税等」が15億26百万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22億13百万円増加し、377億90百万円となりました。これは、「親会

社株主に帰属する四半期純利益」18億50百万円の計上及び為替の変動による「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、税金等調整前四半期純利益23億41

百万円を計上し、売上債権の減少などがありましたが、仕入債務及び未成工事受入金の減少並びに未払又は未収

消費税等の増減などにより、35億85百万円のマイナス(前年同四半期は100億99百万円のプラス)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などがありましたが、定期預金の払戻

による収入などにより、９億92百万円のプラス(前年同四半期は10億３百万円のマイナス)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払による支出などによ

り、５億99百万円のマイナス(前年同四半期は55億23百万円のマイナス)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23億12百万円減少し、233億19百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和５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令和４年７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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 27,047 23,581

受取手形・完成工事未収入金等 26,990 23,467

未成工事支出金 1,038 1,555

その他の棚卸資産 52 52

その他 3,103 3,348

貸倒引当金 △185 △188

流動資産合計 58,048 51,816

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 6,344 6,322

土地 11,597 11,598

その他（純額） 429 397

建設仮勘定 1 129

有形固定資産合計 18,372 18,447

無形固定資産 1,143 1,259

投資その他の資産

投資有価証券 3,323 3,236

退職給付に係る資産 806 821

その他 507 514

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 4,625 4,559

固定資産合計 24,141 24,267

資産合計 82,190 76,084
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和４年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 31,672 26,720

短期借入金 480 360

１年内償還予定の社債 500 500

未払法人税等 426 628

未成工事受入金 6,284 4,790

工事損失引当金 1,992 1,581

その他の引当金 836 958

その他 2,610 955

流動負債合計 44,803 36,494

固定負債

長期借入金 200 175

繰延税金負債 652 617

退職給付に係る負債 231 261

その他 725 744

固定負債合計 1,809 1,799

負債合計 46,613 38,293

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 26,630 28,136

自己株式 △35 △35

株主資本合計 33,057 34,563

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 879 819

為替換算調整勘定 △10 793

退職給付に係る調整累計額 500 483

その他の包括利益累計額合計 1,369 2,095

非支配株主持分 1,149 1,131

純資産合計 35,576 37,790

負債純資産合計 82,190 76,084
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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 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

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

売上高 40,532 56,429

売上原価 39,204 51,298

売上総利益 1,328 5,130

販売費及び一般管理費 2,826 2,927

営業利益又は営業損失(△) △1,498 2,203

営業外収益

受取利息 31 47

受取配当金 24 28

為替差益 12 173

その他 14 4

営業外収益合計 83 255

営業外費用

支払利息 22 7

その他 0 0

営業外費用合計 22 7

経常利益又は経常損失(△) △1,437 2,450

特別利益

補助金収入 37 8

その他 4 0

特別利益合計 42 9

特別損失

減損損失 - 59

新型コロナウイルス感染症による損失 94 -

調査関連費用 - 53

その他 6 5

特別損失合計 100 118

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失(△)

△1,496 2,341

法人税、住民税及び事業税 289 550

法人税等調整額 △22 △0

法人税等合計 266 549

四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,762 1,791

非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △9 △58

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失(△)

△1,753 1,850
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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 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,762 1,791

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 53 △60

為替換算調整勘定 △123 843

退職給付に係る調整額 3 △17

その他の包括利益合計 △66 765

四半期包括利益 △1,829 2,557

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,738 2,575

非支配株主に係る四半期包括利益 △91 △18
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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 令和３年４月１日
　至 令和３年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
　至 令和４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又は税金等調整前四
半期純損失(△)

△1,496 2,341

減価償却費 211 261

減損損失 ― 59

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 △2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 9 17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △7 △39

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,007 △599

受取利息及び受取配当金 △55 △76

支払利息 22 7

補助金収入 △37 △8

売上債権の増減額（△は増加） 14,809 4,309

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,034 △492

仕入債務の増減額（△は減少） △9,314 △5,707

未成工事受入金の増減額（△は減少） 5,063 △1,524

未払又は未収消費税等の増減額 1,384 △2,193

その他 164 339

小計 10,754 △3,310

利息及び配当金の受取額 55 75

利息の支払額 △16 △7

法人税等の支払額 △768 △355

補助金の受取額 74 12

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,099 △3,585

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 △655 △31

定期預金の払戻による収入 645 1,246

有形固定資産の取得による支出 △735 △205

無形固定資産の取得による支出 △32 △23

その他 △224 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,003 992

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） △4,900 ―

長期借入金の返済による支出 △155 △145

配当金の支払額 △411 △344

その他 △57 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,523 △599

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90 880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,481 △2,312

現金及び現金同等物の期首残高 21,874 25,632

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,356 23,319
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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。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。)を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

て適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の今後の影響について予測することは困難でありますが、一定期間にわたり収益を

認識する方法による完成工事高の計上及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り等は、合理的な金額を

見積っております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の再拡大や長期化等により経営環境が大きく変化した場合には、当

連結会計年度以降の当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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３．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 令和３年４月１日 自 令和４年４月１日

至 令和３年９月30日 至 令和４年９月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %
受 国内 33,555 85.7 26,177 68.4 △7,377 △22.0

注 海外 5,591 14.3 12,093 31.6 6,501 116.3

高 合計 39,147 100.0 38,271 100.0 △876 △2.2

売 国内 28,038 70.2 39,551 70.9 11,513 41.1

上 海外 11,876 29.8 16,230 29.1 4,353 36.7

高 合計 39,914 100.0 55,781 100.0 15,867 39.8

繰 国内 72,000 72.9 56,860 65.7 △15,139 △21.0

越 海外 26,724 27.1 29,693 34.3 2,969 11.1

高 合計 98,724 100.0 86,554 100.0 △12,170 △12.3

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。

(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 令和３年４月１日 自 令和４年４月１日

至 令和３年９月30日 至 令和４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 3,399 10.1 1,814 6.9 △1,585 △46.6

受 民間 29,909 89.1 24,217 92.5 △5,691 △19.0

計 33,309 99.2 26,031 99.4 △7,277 △21.8

土木

官公庁 153 0.5 65 0.3 △87 △57.1

注 民間 106 0.3 80 0.3 △26 △25.0

計 259 0.8 145 0.6 △114 △43.9

合計

官公庁 3,552 10.6 1,879 7.2 △1,672 △47.1

高 民間 30,016 89.4 24,297 92.8 △5,718 △19.1

計 33,569 100.0 26,177 100.0 △7,391 △22.0

建築

官公庁 3,355 11.9 2,324 5.9 △1,030 △30.7

売 民間 24,191 86.3 36,883 93.2 12,691 52.5

計 27,547 98.2 39,207 99.1 11,660 42.3

土木

官公庁 356 1.3 202 0.5 △154 △43.2

上 民間 134 0.5 141 0.4 6 4.9

計 491 1.8 343 0.9 △147 △30.0

合計

官公庁 3,712 13.2 2,527 6.4 △1,185 △31.9

高 民間 24,325 86.8 37,024 93.6 12,698 52.2

計 28,038 100.0 39,551 100.0 11,513 41.1

建築

官公庁 10,954 15.2 8,506 15.0 △2,448 △22.3

繰 民間 60,644 84.2 48,142 84.7 △12,501 △20.6

計 71,598 99.4 56,649 99.7 △14,949 △20.9

土木

官公庁 236 0.3 166 0.3 △70 △29.9

越 民間 178 0.3 45 0.0 △133 △74.5

計 415 0.6 211 0.3 △204 △49.1

合計

官公庁 11,191 15.5 8,672 15.3 △2,519 △22.5

高 民間 60,822 84.5 48,188 84.7 △12,634 △20.8

計 72,014 100.0 56,860 100.0 △15,153 △21.0
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