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1.  平成25年6月期第3四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成25年3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6月期第3四半期 39,573 22.4 5,357 8.6 5,541 8.0 3,388 21.7
24年6月期第3四半期 32,324 △14.9 4,931 △27.4 5,129 △26.7 2,785 △36.8

（注）包括利益 25年6月期第3四半期 4,176百万円 （43.5％） 24年6月期第3四半期 2,909百万円 （△34.6％）

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6月期第3四半期 125.89 ―
24年6月期第3四半期 103.47 ―

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6月期第3四半期 70,735 50,604 71.5 1,880.12
24年6月期 64,364 47,801 74.3 1,775.96
（参考） 自己資本   25年6月期第3四半期  50,604百万円 24年6月期  47,801百万円

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  ：  有  
 

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6月期 ― 20.00 ― 30.00 50.00
25年6月期 ― 21.00 ―
25年6月期（予想） 34.00 55.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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  ：  有   

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 50,000 12.7 6,800 4.1 7,000 1.9 4,300 16.6 159.76



(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．４「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は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいており、実際の業績
は、様々な要素により記載の予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、添付資料Ｐ．３「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」をご覧くださ
い。 

※  注記事項

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6月期3Q 29,102,590 株 24年6月期 29,102,590 株
② 期末自己株式数 25年6月期3Q 2,186,820 株 24年6月期 2,186,571 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期3Q 26,915,888 株 24年6月期3Q 26,916,179 株
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当第３四半期連結累計期間(平成24年7月1日～平成25年3月31日）の国内建設市場は、震災復興を中心

とした公共工事が堅調であったものの、民間設備投資については依然低調な動きとなっており、受注環

境は引き続き厳しい状況で推移しました。  

このような環境のなか、受注の確保にグループを挙げて取り組みましたが、昨年12月の政権交代によ

る公共工事の予算執行の遅れに加え、本年2月末に成立した12年度補正予算についても、その発注が4月

以降本格化するため、想定以上に受注進捗が遅れ、受注高については前年同期比10.3％減の35,303百万

円となりました。 

売上高については、受注済み工事の多くが当四半期に完成したため、前年同期比22.4%増の39,573百

万円となりました。 

損益については、工事の大型化に伴う利益率の低下がありましたが、営業利益5,357百万円（前年同

期比426百万円増）、経常利益は5,541百万円（前年同期比412百万円増）、四半期純利益は3,388百万円

（前年同期603百万円増）となりました。 

  

各セグメントにおける、受注実績、売上実績及び受注残高は次の通りです。 

 
  

当第３四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ6,371百万円増加し、70,735百万円

となり、負債は、3,568百万円増加し20,130百万円となりました。主な要因は受取手形及び完成工事未

収入金等の増加と支払手形・工事未払金等の増加によるものです。純資産は、2,803百万円増加し

50,604百万円となりました。主な要因は利益剰余金の増加によるものです。 

  

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

受注実績 （単位：百万円）

区 分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
  至 平成24年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年７月１日 
  至 平成25年３月31日)

国内建設 38,205 34,037（ △10.9%）

その他 1,164 1,266（    8.7%）

合 計 39,370 35,303（ △10.3%）

表中の百分率は、対前年増減率

売上実績 （単位：百万円）

区 分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成23年７月１日 
  至 平成24年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自 平成24年７月１日 
  至 平成25年３月31日)

国内建設 31,159 38,306（   22.9%）

その他 1,164 1,266（    8.7%）

合 計 32,324 39,573（   22.4%）

表中の百分率は、対前年増減率

受注残高 （単位：百万円）

区 分
前第３四半期連結会計期間末

（平成24年３月31日)
当第３四半期連結会計期間末 

（平成25年３月31日)

国内建設 19,704 15,565（ △21.0%）

その他 ―  ―（     ―%）

合 計 19,704 15,565（ △21.0%）

表中の百分率は、対前年増減率

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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第３四半期の受注動向および業績を踏まえ、平成24年８月10日に公表した通期の業績予想を修正しま

した。 

  

 
  

（修正の理由） 

「（１）連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり、第４四半期の受注ずれ込みの影響で出

来高進捗による利益の計上が予想を下回る見込みのため、営業利益、経常利益、当期純利益ともに当初

予想を修正いたします。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

（通期の連結業績予想数値の修正）

区 分
売上高

（百万円）
営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

1株当たり
当期純利益
（円）

前回発表予想（Ａ) 50,000 7,700 8,000 4,900 182.05

今回修正予想（Ｂ） 50,000 6,800 7,000 4,300 159.76

増減額（Ｂ－Ａ） - △900 △1,000 △600 -

増減率（％） - △11.7 △12.5 △12.2 -

（ご参考）前期実績
（平成24年６月期）

44,368 6,532 6,867 3,687 136.99
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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７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３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。 

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
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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６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,682 6,697

受取手形・完成工事未収入金等 15,654 23,297

有価証券 12,916 12,955

未成工事支出金 2 114

その他のたな卸資産 558 568

繰延税金資産 229 403

その他 538 571

貸倒引当金 △14 △14

流動資産合計 38,566 44,594

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,746 3,608

機械装置及び運搬具（純額） 55 48

工具、器具及び備品（純額） 96 101

土地 8,706 8,706

有形固定資産合計 12,604 12,464

無形固定資産 186 167

投資その他の資産   

投資有価証券 9,982 10,639

繰延税金資産 1,417 908

その他 1,727 2,038

貸倒引当金 △121 △77

投資その他の資産合計 13,006 13,509

固定資産合計 25,797 26,141

資産合計 64,364 70,735
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,932 14,436

未払法人税等 1,424 1,262

未成工事受入金 246 408

賞与引当金 － 351

役員賞与引当金 104 －

完成工事補償引当金 21 26

工事損失引当金 209 94

その他 1,443 1,252

流動負債合計 14,381 17,833

固定負債   

繰延税金負債 0 0

土地再評価に係る繰延税金負債 396 396

退職給付引当金 1,495 1,609

役員退職慰労引当金 17 19

その他 270 270

固定負債合計 2,180 2,297

負債合計 16,562 20,130

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 36,013 36,013

利益剰余金 13,929 15,945

自己株式 △3,743 △3,743

株主資本合計 51,199 53,214

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 159 932

土地再評価差額金 △3,518 △3,518

為替換算調整勘定 △38 △23

その他の包括利益累計額合計 △3,397 △2,609

純資産合計 47,801 50,604

負債純資産合計 64,364 70,735
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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７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 32,324 39,573

売上原価 25,154 31,896

売上総利益 7,169 7,677

販売費及び一般管理費 2,237 2,319

営業利益 4,931 5,357

営業外収益   

受取利息 91 76

受取配当金 23 26

受取保険金 50 57

その他 58 58

営業外収益合計 224 218

営業外費用   

支払手数料 10 10

賃貸費用 8 7

その他 7 15

営業外費用合計 26 34

経常利益 5,129 5,541

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 27 －

特別利益合計 27 0

特別損失   

固定資産除却損 14 2

その他 9 －

特別損失合計 24 2

税金等調整前四半期純利益 5,132 5,540

法人税、住民税及び事業税 2,281 2,259

法人税等調整額 66 △107

法人税等合計 2,347 2,152

少数株主損益調整前四半期純利益 2,785 3,388

四半期純利益 2,785 3,388
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 四半期連結包括利益計算書 
 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７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,785 3,388

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 68 773

土地再評価差額金 56 －

為替換算調整勘定 △0 14

その他の包括利益合計 124 788

四半期包括利益 2,909 4,176

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,909 4,176

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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７月１日 至 平成24年３月31日) 

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 「その他」には、「海外建設」、「製品製造事業」を含んでいます。 

２ セグメント利益の調整額の内訳は次の通りです。 

 
（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。 

３ 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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成24年７月１日 至 平成25年３月31日) 

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 「その他」には、「海外建設」、「製品製造事業」を含んでいます。 

２ セグメント利益の調整額の内訳は次の通りです。 

 
（注）グループ全体の経営管理に係る一般管理費です。 

３ 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。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)国内建設

売上高

外部顧客への売上高 31,159 1,164 32,324 － 32,324

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 1,946 1,946 △1,946 －

計 31,159 3,110 34,270 △1,946 32,324

セグメント利益 4,524 386 4,910 21 4,931

金額
（百万円）

セグメント間取引消去によるもの 125

セグメントに配分していない全社費用(注) △108

その他の調整額 4

計 21

（単位：百万円）

報告セグメント その他
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注３)国内建設

売上高

外部顧客への売上高 38,306 1,266 39,573 － 39,573

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 2,332 2,332 △2,332 －

計 38,306 3,598 41,905 △2,332 39,573

セグメント利益 4,845 479 5,325 32 5,357

金額
（百万円）

セグメント間取引消去によるもの 135

セグメントに配分していない全社費用(注) △102

その他の調整額 △0

計 32

（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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