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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 32,857 21.3 1,113 ― 1,208 ― 916 ―
25年3月期第2四半期 27,086 △5.3 39 △92.4 81 △84.2 △360 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,350百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △606百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 17.41 ―
25年3月期第2四半期 △6.84 ―

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

26年3月期第2四半期 62,182 34,220 55.0 649.81
25年3月期 61,078 33,291 54.5 632.17
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  34,220百万円 25年3月期  33,291百万円

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

25年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 77,000 1.9 3,000 1.8 3,000 △5.0 1,900 △3.7 36.08



(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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、本資料発表日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
結果に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   ：  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） 26年3月期2Q 57,804,450 株 25年3月期 57,804,450 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 5,143,209 株 25年3月期 5,142,852 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 52,661,450 株 25年3月期2Q 52,661,833 株
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（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建設業界は、民間建設投資に緩やかな回復が見られ、公共建設投資につきま

  しても緊急経済対策に伴う平成24年度補正予算の執行等を背景に、堅調に推移しました。 

   このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間における受注高は、公共投資予算の増加に伴

  い、前年同期比27.5％増の555億８千３百万円となりました。     

 売上高は、受注高が増加したことに加え、施工が順調に進捗したこと等により、前年同期比21.3％増の328億５

千７百万円となりました。  

 利益面では、売上高総利益率が若干低下しましたが、売上高が増加したことにより、売上総利益は前年同期比

19.7％増の47億４千４百万円となりました。これにより、営業利益は前年同期比2,692.0％増の11億１千３百万

円、経常利益は前年同期比1,382.2％増の12億８百万円となり、四半期純損益は９億１千６百万円の利益（前年同

期は３億６千万円の損失）となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における受注の状況は以下のとおりです。 

  

     

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 資産につきましては、未成工事出来高の増加に伴う未成工事支出金の増加が、受取手形・完成工事未収入金等の

減少を上回ったため、前連結会計年度末に比べ11億４百万円増加いたしました。 

（負債） 

 負債につきましては、未成工事出来高の増加に伴う未成工事受入金の増加が、支払手形・工事未払金等の減少を

上回ったため、前連結会計年度末に比べ、１億７千５百万円増加いたしました。   

（純資産） 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加が、株主

配当金の支払いによる減少を上回ったため、前連結会計年度末に比べ、９億２千８百万円増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  業績予想につきましては、平成25年５月14日公表のとおり、変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業・工種別 

平成25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 

受注高（百万円） 構成比 受注高（百万円） 構成比 

斜面法面対策工事 15,564 35.7% 17,208 31.0%  1,643 10.6%

 法面保護工事 10,848 24.9% 11,327 20.4%  479 4.4%

 地すべり対策工事 4,716 10.8% 5,880 10.6%  1,164 24.7%

基礎・地盤改良工事 12,290 28.2% 19,047 34.2%  6,756 55.0%

補修・補強工事 1,176 2.7% 1,967 3.5%  790 67.2%

環境修復工事 1,771 4.0% 1,561 2.8%  △209 -11.8%

管きょ工事 479 1.1% 1,584 2.9%  1,105 230.5%

一般土木工事 3,795 8.7% 5,248 9.4%  1,452 38.3%

建築工事 7,832 18.0% 8,154 14.7%  322 4.1%

その他工事 688 1.6% 811 1.5%  122 17.8%

合計 43,599 100.0% 55,583 100.0%  11,984 27.5%



（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 12,866 12,842

受取手形・完成工事未収入金等 22,350 18,940

有価証券 － 500

未成工事支出金 6,090 9,727

商品及び製品 21 21

仕掛品 18 18

材料貯蔵品 163 210

未収入金 104 67

繰延税金資産 384 341

その他 658 946

貸倒引当金 △185 △159

流動資産合計 42,472 43,456

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,135 2,066

機械・運搬具（純額） 509 582

土地 8,969 8,969

リース資産（純額） 871 844

建設仮勘定 45 25

その他（純額） 105 140

有形固定資産合計 12,635 12,628

無形固定資産 157 147

投資その他の資産   

投資有価証券 2,593 2,812

その他 3,836 3,870

貸倒引当金 △617 △732

投資その他の資産合計 5,812 5,949

固定資産合計 18,605 18,726

資産合計 61,078 62,182



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 15,751 14,889

短期借入金 700 600

1年内返済予定の長期借入金 66 66

未払法人税等 899 269

未成工事受入金 5,053 7,576

完成工事補償引当金 148 153

工事損失引当金 122 119

建替関連損失引当金 103 18

未払費用 1,218 930

その他 736 671

流動負債合計 24,800 25,295

固定負債   

長期借入金 211 178

退職給付引当金 895 535

長期未払金 27 27

リース債務 583 552

再評価に係る繰延税金負債 1,167 1,167

その他 101 204

固定負債合計 2,986 2,667

負債合計 27,787 27,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,119 6,119

資本剰余金 6,358 6,358

利益剰余金 22,950 23,446

自己株式 △1,698 △1,698

株主資本合計 33,729 34,224

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 226 573

土地再評価差額金 △814 △814

為替換算調整勘定 148 235

その他の包括利益累計額合計 △438 △4

純資産合計 33,291 34,220

負債純資産合計 61,078 62,182



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 26,840 32,574

兼業事業売上高 245 283

売上高合計 27,086 32,857

売上原価   

完成工事原価 22,939 27,891

兼業事業売上原価 185 221

売上原価合計 23,124 28,113

売上総利益   

完成工事総利益 3,901 4,683

兼業事業総利益 60 61

売上総利益合計 3,962 4,744

販売費及び一般管理費 3,922 3,630

営業利益 39 1,113

営業外収益   

受取利息 13 9

受取配当金 50 31

受取賃貸料 28 28

為替差益 － 35

その他 54 60

営業外収益合計 147 165

営業外費用   

支払利息 14 10

為替差損 38 －

支払保証料 4 14

支払手数料 21 11

その他 26 34

営業外費用合計 105 71

経常利益 81 1,208

特別利益   

固定資産売却益 － 3

特別利益合計 － 3

特別損失   

固定資産除売却損 － 2

関係会社株式評価損 － 7

建替関連損失 292 －

その他 0 －

特別損失合計 293 9

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（△）

△211 1,202

法人税、住民税及び事業税 149 242

法人税等調整額 △0 43

法人税等合計 148 285

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（△）

△360 916

四半期純利益又は四半期純損失（△） △360 916



（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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（△）

△360 916

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △150 346

為替換算調整勘定 △96 86

その他の包括利益合計 △246 433

四半期包括利益 △606 1,350

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △606 1,350

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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（△）

△211 1,202

減価償却費 403 445

減損損失 103 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 89

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 57 5

工事損失引当金の増減額（△は減少） △8 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 137 △359

災害損失引当金の増減額（△は減少） △17 －

建替関連損失引当金の増減額(△は減少) 188 △84

受取利息及び受取配当金 △64 △40

支払利息 14 10

手形売却損 1 2

関係会社株式評価損 － 7

売上債権の増減額（△は増加） 4,928 3,321

未成工事支出金の増減額（△は増加） △4,111 △3,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △20 △45

仕入債務の増減額（△は減少） △3,289 △863

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,956 2,521

その他 △217 △707

小計 1,859 1,864

利息及び配当金の受取額 64 40

利息の支払額 △14 △10

手形売却に伴う支払額 △1 △2

法人税等の支払額 △444 △863

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,463 1,028



（単位：百万円）

前第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) 

当第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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △500

有形固定資産の取得による支出 △219 △185

有形固定資産の売却による収入 0 4

無形固定資産の取得による支出 △36 △31

投資有価証券の取得による支出 △13 △3

投資有価証券の売却による収入 － 195

関係会社貸付けによる支出 △6 －

関係会社貸付金の回収による収入 － 52

保険積立金の解約による収入 1 235

投資不動産の取得による支出 △1,351 △274

投資不動産の売却による収入 235 －

その他 △61 55

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,451 △451

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） － △100

長期借入金の返済による支出 △233 △33

リース債務の返済による支出 △155 △155

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △416 △396

財務活動によるキャッシュ・フロー △805 △685

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △874 △23

現金及び現金同等物の期首残高 9,462 12,766

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,588 12,742



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（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）

（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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