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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 651,554 8.8 5,782 35.8 7,738 49.3 3,143 92.4
25年3月期第2四半期 598,712 6.8 4,259 △58.1 5,183 △43.2 1,634 △63.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 28,774百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △3,765百万円 （―％）

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 4.01 3.97
25年3月期第2四半期 2.08 2.06

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 1,448,209 384,045 26.3
25年3月期 1,456,441 358,094 24.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  380,843百万円 25年3月期  355,304百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
26年3月期 ― 3.50
26年3月期（予想） ― 3.50 7.00

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 1,410,000 △0.4 15,500 18.3 15,500 △10.6 6,000 1.7 7.65

U113001
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(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  ：  有  
（注）詳細は，添付資料３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
四半期報告書のレビュー手続を実施中です。なお，四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー報告書は平成25年11月13日に受領する予定です。 

※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は，本資料の発表日現在入手可能な情報を勘案して作成しています。このため，今後の経済情勢の変化等によって，実際の
業績は異なることがあります。なお，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については，添付資料２ページ「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   ：  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 788,514,613 株 25年3月期 788,514,613 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,837,895 株 25年3月期 3,819,235 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 784,685,988 株 25年3月期2Q 784,706,044 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当上半期の日本経済は，公共投資の増加傾向が続き，また，生産・輸出の持ち直しなどにより

企業収益にも改善の兆しが見られ，個人消費も底堅く推移するなど，景気は緩やかながらも回復

の傾向をたどりました。 

 建設業界においては，官公庁工事が堅調に推移し，民間設備投資も非製造業を中心として持ち

直しが見られるなか，業界全体の受注高は，前年同期を上回る水準で推移しました。しかしなが

ら採算面では，労務需給のひっ迫が深刻さを増し，また，原材料価格の上昇が顕在化するなど，

業界を取り巻く経営環境は，依然として厳しい状況が続きました。 

 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の売上高は，前年同期に比

べ8.8％増加し6,515億円となりました。このうち，当社グループの建設事業の完成工事高は，前

年同期に比べ10.7％増加し6,021億円となりました。 

 利益については，工事採算は低調に推移したものの，金融収支の改善や円安に伴う為替の影響

などもあり，経常利益は前年同期に比べ49.3％増加し77億円となり，四半期純利益は，前年同期

に比べ92.4％増加し31億円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は，株式相場の上昇に伴い当社保有株式残高（投資有

価証券）が増加しましたが，現金預金や受取手形・完成工事未収入金等が減少したことなどによ

り，前連結会計年度末に比べ82億円減少し１兆4,482億円となりました。 

 負債の部は，支払手形・工事未払金等や有利子負債残高の減少などにより，前連結会計年度末

に比べ341億円減少し１兆641億円となりました。 

 なお，連結有利子負債の残高は3,477億円となり，前連結会計年度末に比べ193億円の減少とな

りました。  

 純資産の部は，当社保有株式残高の増加に伴うその他有価証券評価差額金の増加などにより，

前連結会計年度末に比べ259億円増加し3,840億円となりました。また，自己資本比率は前連結会

計年度末に比べ1.9ポイント増加し26.3％となりました。  

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 下半期の日本経済は，企業収益や個人消費が改善傾向にあるなか，2020年夏季五輪の東京招致

による経済効果への期待感などもあり，景気の回復基調が強まるものと見込まれますが，依然と

して海外経済の下振れが懸念されるなど，今後の景気動向には不確実性を残しています。 

 建設業界においては，官公庁工事や民間の設備投資が引き続き増加傾向をたどるものと予測さ

れますが，更なる労務需給のひっ迫や原材料価格の上昇が懸念されるなど，経営環境は，なおも

予断を許さない状況が続くものと思われます。  

 通期の業績予想については，現時点では当社グループを取り巻く経営環境に大きな変化はない

ことから，平成25年８月８日（平成25年５月14日公表予想を変更せず）に公表しました業績予想

を変更しておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  

税金費用の計算 
  
 当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用 

後の実効税率を合理的に見積り，税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してい 

ます。   

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 158,634 96,043

受取手形・完成工事未収入金等 406,492 389,086

有価証券 58,000 75,000

未成工事支出金 58,116 70,908

たな卸不動産 57,405 75,356

ＰＦＩ事業等たな卸資産 56,461 62,598

その他 130,109 113,392

貸倒引当金 △1,522 △1,398

流動資産合計 923,697 880,987

固定資産   

有形固定資産 218,556 215,664

無形固定資産 4,017 4,221

投資その他の資産   

投資有価証券 295,182 329,628

その他 20,707 23,466

貸倒引当金 △5,719 △5,759

投資その他の資産合計 310,170 347,335

固定資産合計 532,744 567,221

資産合計 1,456,441 1,448,209

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 388,901 367,523

短期借入金 153,984 148,623

1年内返済予定のプロジェクトファイナンス借
入金

5,847 5,772

コマーシャル・ペーパー 10,000 －

未成工事受入金 94,546 107,046

完成工事補償引当金 3,173 3,320

工事損失引当金 36,518 33,885

その他 85,148 69,864

流動負債合計 778,120 736,036

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 90,630 91,035

プロジェクトファイナンス借入金 36,635 32,326

退職給付引当金 52,568 52,432

関連事業損失引当金 4,304 4,079

その他 66,088 78,252

固定負債合計 320,226 328,126

負債合計 1,098,346 1,064,163
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 74,365 74,365

資本剰余金 43,143 43,143

利益剰余金 131,202 131,616

自己株式 △1,489 △1,497

株主資本合計 247,221 247,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 88,435 111,755

繰延ヘッジ損益 △31 △70

土地再評価差額金 23,296 23,274

為替換算調整勘定 △3,618 △1,744

その他の包括利益累計額合計 108,082 133,215

少数株主持分 2,790 3,202

純資産合計 358,094 384,045

負債純資産合計 1,456,441 1,448,209
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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 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 543,938 602,195

開発事業等売上高 54,773 49,359

売上高合計 598,712 651,554

売上原価   

完成工事原価 513,838 569,605

開発事業等売上原価 48,121 43,035

売上原価合計 561,960 612,640

売上総利益   

完成工事総利益 30,099 32,590

開発事業等総利益 6,652 6,324

売上総利益合計 36,752 38,914

販売費及び一般管理費 32,492 33,132

営業利益 4,259 5,782

営業外収益   

受取利息 662 585

受取配当金 2,090 2,230

その他 2,055 1,469

営業外収益合計 4,807 4,285

営業外費用   

支払利息 1,996 1,796

その他 1,887 531

営業外費用合計 3,883 2,328

経常利益 5,183 7,738

特別利益   

固定資産売却益 2,854 199

特別利益合計 2,854 199

特別損失   

固定資産売却損 88 16

投資有価証券評価損 4,004 －

特別損失合計 4,092 16

税金等調整前四半期純利益 3,944 7,922

法人税等 2,319 4,438

少数株主損益調整前四半期純利益 1,625 3,484

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 340

四半期純利益 1,634 3,143
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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 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 1,625 3,484

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,571 23,297

繰延ヘッジ損益 △8 △69

為替換算調整勘定 194 1,988

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 72

その他の包括利益合計 △5,391 25,289

四半期包括利益 △3,765 28,774

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,760 28,297

少数株主に係る四半期包括利益 △5 476
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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 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 3,944 7,922

減価償却費 4,725 4,991

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,015 △110

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,445 △2,632

退職給付引当金の増減額（△は減少） △980 △137

固定資産売却損益（△は益） 71 △35

投資有価証券評価損益（△は益） 4,004 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,836 △147

受取利息及び受取配当金 △2,752 △2,815

支払利息 1,996 1,796

売上債権の増減額（△は増加） 50,953 17,676

未成工事支出金の増減額（△は増加） △29,149 △12,861

たな卸不動産の増減額（△は増加） △398 △8,928

ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） 678 △6,135

仕入債務の増減額（△は減少） △65,685 △21,679

未成工事受入金の増減額（△は減少） 20,071 11,861

その他 11,054 △5,594

小計 △6,764 △16,830

利息及び配当金の受取額 2,926 3,052

利息の支払額 △2,025 △1,809

法人税等の支払額 △3,800 △394

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,664 △15,981

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 △18,840 △11,186

有形固定資産の売却による収入 130 183

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,677 △58

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 5,066 1,276

その他 △406 △952

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,727 △10,737

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） △4,435 △4,678

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － △10,000

長期借入れによる収入 8,020 18,340

長期借入金の返済による支出 △15,850 △18,618

プロジェクトファイナンス借入金の返済による支
出

△4,854 △4,383

社債の発行による収入 10,000 －

社債の償還による支出 △20,000 －

配当金の支払額 △2,751 △2,751

その他 △98 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,969 △22,268

現金及び現金同等物に係る換算差額 △665 3,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56,026 △45,590

現金及び現金同等物の期首残高 209,773 216,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 153,746 171,043
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該当事項はありません。   

   

   

  

該当事項はありません。   
  

   

  

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） 

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。な

お，報告セグメントの利益には，引当金の繰入額及び取崩額を含んでいません。 

   ２ 「その他」の区分は，報告セグメントに含まれない事業セグメントであり，当社が

営んでいるエンジニアリング事業や子会社が営んでいる各種事業を含んでいます。 

   ３ セグメント利益の調整額△2,686百万円は，セグメント間取引消去等です。  

  

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） 

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。な

お，報告セグメントの利益には，引当金の繰入額及び取崩額を含んでいません。 

   ２ 「その他」の区分は，報告セグメントに含まれない事業セグメントであり，当社が

営んでいるエンジニアリング事業や子会社が営んでいる各種事業を含んでいます。 

   ３ セグメント利益の調整額△3,332百万円は，セグメント間取引消去等です。 

  

以上

（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）

（セグメント情報）

  （単位：百万円）

  当社建設 当社投資開発
その他 
(注２)  

合計 
調整額 
（注３）  

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  489,334  6,424  102,953  598,712  －  598,712

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  34,489  58  80,324  114,872  △114,872  －

計  523,824  6,482  183,278  713,585  △114,872  598,712

セグメント利益（注１）  1,002  1,169  4,773  6,945  △2,686  4,259

  （単位：百万円）

  当社建設 当社投資開発
その他 
(注２)  

合計 
調整額 
（注３）  

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  534,019  10,360  107,174  651,554  －  651,554

セグメント間の内部 
売上高又は振替高  18,204  58  79,818  98,081  △98,081  －

計  552,224  10,418  186,993  749,636  △98,081  651,554

セグメント利益（注１）  838  1,829  6,446  9,115  △3,332  5,782
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