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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 42,915 △9.8 △1,518 ― △1,221 ― △732 ―
25年3月期第2四半期 47,589 △20.5 △3,583 ― △3,521 ― △3,776 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 3,922百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △5,137百万円 （―％）

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 △10.18 ―
25年3月期第2四半期 △52.53 ―

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 150,924 33,425 22.1 464.98
25年3月期 143,993 29,503 20.5 410.41
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 33,425百万円 25年3月期 29,503百万円

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
（注）今期の期末配当は未定であります。

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 ― ― ― 0.00 0.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― ― ―

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 128,700 13.3 300 ― 300 ― 180 ― 2.50



(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、四半期連結財務諸表に対

する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
１． 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、そ

の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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
件およ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、添付資料２頁「１．当四半期決算に関する定性的情報（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。

２． 平成26年３月期の株主配当につきましては、業績等を勘案した上で、開示が可能となった時点で速やかに公表する予定です。

※  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 73,531,406 株 25年3月期 73,531,406 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,646,049 株 25年3月期 1,643,831 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 71,885,956 株 25年3月期2Q 71,887,825 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国内建設市場は、公共投資は堅調に推移し、企業業績の改

善による民間設備投資も持ち直し傾向にあります。また住宅投資も根強く、総じて建設市場は順

調な回復が見られるものの、熾烈な受注競争や労務費等の高騰により厳しい経営環境下に置かれ

ました。 

 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。 

売上高につきましては、建設事業42,051百万円に不動産事業863百万円を加えた42,915百万円

（前年同四半期比9.8％減）となりました。利益面につきましては、営業利益は△1,518百万円

（前年同四半期は△3,583百万円）、経常利益は△1,221百万円（前年同四半期は△3,521百万

円）、四半期純利益は△732百万円（前年同四半期は△3,776百万円）となりました。 

なお、建設事業につきましては、工事の完成引渡し時期が第４四半期連結会計期間に集中する

傾向があるため、第４四半期連結会計期間の工事進捗率が高くなることにより、売上高は通期の

業績に対し第２四半期連結累計期間の割合が低くなる季節的変動があります。  
   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末比6,930百万円増(4.8％

増)の150,924百万円となりました。その内訳としましては、流動資産は、前連結会計年度末比

299百万円増(0.4％増)の84,717百万円、固定資産は、前連結会計年度末比6,631百万円増

(11.1％増)の66,206百万円となりました。 

負債の部は、前連結会計年度末比3,008百万円増(2.6％増)の117,498百万円となりました。そ

の内訳としましては、流動負債は、前連結会計年度末比2,890百万円増(3.4％増)の88,644百万

円、固定負債は、前連結会計年度末比118百万円増(0.4％増)の28,854百万円となりました。 

純資産の部は、前連結会計年度末比3,922百万円増(13.3％増)の33,425百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比

1,639百万円減の22,121百万円となりました。 

 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、1,376百万円の支

出超過、投資活動によるキャッシュ・フローは、337百万円の収入超過、財務活動によるキャッ

シュ・フローは、794百万円の支出超過となりました。  
    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月10日に公表いたしました連結業績予想に関しましては、現時点において変更は行

っておりません。  
    

（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。 
   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 23,760 22,121

受取手形・完成工事未収入金等 46,369 34,175

未成工事支出金 4,869 19,624

販売用不動産 84 84

その他 9,346 8,725

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 84,417 84,717

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,950 12,947

その他（純額） 4,373 4,318

有形固定資産合計 17,324 17,265

無形固定資産 20 16

投資その他の資産   

投資有価証券 41,546 48,252

その他 2,228 2,223

貸倒引当金 △1,544 △1,551

投資その他の資産合計 42,230 48,925

固定資産合計 59,575 66,206

資産合計 143,993 150,924



（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 38,194 27,037

短期借入金 24,697 26,110

1年内償還予定の社債 1,500 1,500

未払法人税等 59 70

未成工事受入金 12,835 25,392

完成工事補償引当金 124 128

賞与引当金 212 43

工事損失引当金 3,160 3,039

その他 4,968 5,320

流動負債合計 85,754 88,644

固定負債   

社債 1,500 1,500

長期借入金 12,189 10,000

繰延税金負債 8,926 11,414

退職給付引当金 4,051 3,772

役員退職慰労引当金 187 192

その他 1,881 1,975

固定負債合計 28,736 28,854

負債合計 114,490 117,498

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,695 3,695

資本剰余金 522 522

利益剰余金 10,111 9,379

自己株式 △406 △406

株主資本合計 13,923 13,191

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,882 20,407

為替換算調整勘定 △302 △172

その他の包括利益累計額合計 15,579 20,234

純資産合計 29,503 33,425

負債純資産合計 143,993 150,924



（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 46,761 42,051

不動産事業等売上高 827 863

売上高合計 47,589 42,915

売上原価   

完成工事原価 48,094 41,695

不動産事業等売上原価 320 291

売上原価合計 48,415 41,987

売上総利益   

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △1,333 356

不動産事業等総利益 507 571

売上総利益合計 △826 928

販売費及び一般管理費 2,756 2,446

営業損失（△） △3,583 △1,518

営業外収益   

受取利息 26 27

受取配当金 419 450

為替差益 － 108

その他 100 75

営業外収益合計 546 662

営業外費用   

支払利息 316 312

為替差損 74 －

その他 92 53

営業外費用合計 484 365

経常損失（△） △3,521 △1,221

特別利益   

固定資産売却益 － 80

投資有価証券売却益 － 510

貸倒引当金戻入額 10 －

その他 1 2

特別利益合計 12 593

特別損失   

固定資産除却損 － 10

投資有価証券評価損 194 36

その他 12 －

特別損失合計 207 46

税金等調整前四半期純損失（△） △3,716 △674

法人税、住民税及び事業税 63 60

法人税等調整額 △3 △2

法人税等合計 60 57

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △3,776 △732

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △3,776 △732



（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損失（△） △3,776 △732

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,377 4,525

為替換算調整勘定 16 129

その他の包括利益合計 △1,360 4,654

四半期包括利益 △5,137 3,922

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,137 3,922

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損失（△） △3,716 △674

減価償却費 149 146

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9 6

工事損失引当金の増減額（△は減少） 654 △121

退職給付引当金の増減額（△は減少） △409 △278

受取利息及び受取配当金 △445 △478

支払利息 316 312

有形固定資産売却損益（△は益） － △80

投資有価証券売却損益（△は益） － △510

投資有価証券評価損益（△は益） 194 36

売上債権の増減額（△は増加） 11,122 12,194

未成工事支出金の増減額（△は増加） △986 △14,754

販売用不動産の増減額（△は増加） 0 △0

仕入債務の増減額（△は減少） △9,569 △11,156

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,603 12,557

その他 △2,245 1,268

小計 △341 △1,532

利息及び配当金の受取額 436 471

利息の支払額 △283 △266

法人税等の支払額 △67 △49

営業活動によるキャッシュ・フロー △255 △1,376

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 △83 △78

有形固定資産の売却による収入 － 83

投資有価証券の取得による支出 △14 △11

投資有価証券の売却による収入 3 322

貸付金の回収による収入 22 21

その他 22 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △50 337

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） △150 △1,900

長期借入れによる収入 1,500 5,189

長期借入金の返済による支出 △391 △4,065

社債の発行による収入 1,500 －

社債の償還による支出 △3,000 －

自己株式の取得による支出 － △0

その他 △18 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △559 △794

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50 195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △915 △1,639

現金及び現金同等物の期首残高 26,634 23,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,718 22,121



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（１）個別受注実績  

（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、前年同四半期比増減率 

   

  

  

（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）

４．補足情報

  受 注 高 

   百万円  ％ 

平成26年３月期第２四半期  54,638  24.5

平成25年３月期第２四半期  43,895  23.3

   

区 分  

  

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 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％）  

金額 

（百万円）

構成比  

（％）  

金額 

（百万円） 

増減率 

（％） 

建 

 

設 

 

事 

 

業 

建築 

官公庁  5,415  18.8

 65.6

 7,390  17.9

 75.7

 1,975  36.5

民間   23,360  81.2  33,951  82.1  10,591  45.3

計   28,775  100.0  41,342  100.0  12,567  43.7

土木 

官公庁  12,241  81.0

 34.4

 10,131  76.2

 24.3

 △2,110  △17.2

民間   2,877  19.0  3,163  23.8  286  10.0

計   15,119  100.0  13,295  100.0  △1,823  △12.1

合計 

官公庁  17,657  40.2

 100.0

 17,522  32.1

 100.0

 △134  △0.8

民間   26,237  59.8  37,115  67.9  10,878  41.5

計   43,895  100.0  54,638  100.0  10,743  24.5
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