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(百万円未満切捨て)

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）

（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 172,319 20.7 2,018 79.8 2,555 462.7 1,567   ― 

25年３月期第２四半期 142,819 9.9 1,123 26.9 454 ― △519 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 2,088百万円(―％) 25年３月期第２四半期 △486百万円(―％)

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 2.20 1.93
25年３月期第２四半期 △1.48 ―

（２）連結財政状態

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 232,696 27,413 10.0
25年３月期 221,416 25,361 9.8

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 23,366百万円 25年３月期 21,750百万円

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

 25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

 26年３月期 ― 0.00

 26年３月期(予想) ― 0.00 0.00

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)

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 350,000 2.1 7,100 22.8 4,700 1.9 2,100 2.8 2.60



  
  

  

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。  

  

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、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及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】Ｐ.２「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。  

  

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 ( ― ) 、 除外 ― 社 ( ― )

（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

（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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 808,262,394株 25年３月期 675,480,576株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 459,685株 25年３月期 454,364株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 713,480,181株 25年３月期２Ｑ 350,617,304株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

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

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 7.17 7.17

第三回Ｃ種優先株式 ─ 0.00 ─ 60.85 60.85

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 60.85 60.85

26年３月期

第二回Ａ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

第三回Ｄ種優先株式 ─ 0.00 ─ 未定 未定

個別業績予想

平成26年３月期の個別業績予想（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)

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 265,000 3.5 2,800 54.4 1,400 16.7 1,000 96.5 1.24
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の政策効果が実体経済へ波及し始め

たことから、全体として企業収益は改善の方向にあり、設備投資マインドにも持ち直しの動きが表れる

など、景気は回復への動きが見られました。 

国内建設市場におきましては、緊急経済対策の本格化に伴う公共投資の増加や、消費税率引き上げを

前にした民間住宅投資の高まりなどから、需要面では増加傾向になるなど堅調に推移していますが、建

設労働需給の逼迫と労務費の高騰に加え、資材価格の値上がりなどもあって、施工面においては厳しい

環境が続きました。 

こうした状況下、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高1,723億円（前

年同期比295億円増加）、経常利益26億円（前年同期比21億円増加）、四半期純利益16億円（前年同期

純損失５億円）となりました。 

なお、建設業界では一般的に、工事の完成引渡しが会計年度の第４四半期に集中するという傾向があ

るため、第２四半期の業績は、通期の業績予想との比較でみれば進捗率が低く出る傾向にあります。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて113億円増加し、2,327億円と

なりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて92億円増加し、2,053億円となりました。主な要因は、短期

借入金の増加によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて21億円増加し、274億円となりました。また、当第２四半

期連結会計期間末の自己資本比率は10.0％となりました。 

  

平成26年３月期の通期業績予想につきまして、現時点においては、平成25年５月15日付の公表から変

更はありません。  

  

「１. 当四半期決算に関する定性的情報」における金額の表示（億円単位）については、単位未満四

捨五入により表示しています。 

  

前連結会計年度まで持分法適用非連結子会社であった㈱免制震ディバイスは、重要性が増したこと

により、第１四半期連結会計期間から連結の範囲に含めています。 

  

税金費用の算定方法                                 

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算定しています。   

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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 39,899 42,937

受取手形・完成工事未収入金等 101,279 106,314

未成工事支出金等 19,184 22,358

その他 12,098 12,810

貸倒引当金 △379 △377

流動資産合計 172,083 184,043

固定資産   

有形固定資産 23,701 23,875

無形固定資産 2,060 2,041

投資その他の資産   

長期営業外未収入金 24,875 24,911

その他 27,737 26,850

貸倒引当金 △29,042 △29,025

投資その他の資産合計 23,570 22,736

固定資産合計 49,332 48,653

資産合計 221,416 232,696

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 115,338 111,702

短期借入金 8,391 24,903

未成工事受入金 27,768 28,088

完成工事補償引当金 728 736

工事損失引当金 717 1,071

訴訟等損失引当金 890 －

その他 16,446 12,802

流動負債合計 170,280 179,306

固定負債   

長期借入金 2,194 1,750

退職給付引当金 18,057 18,692

その他 5,522 5,533

固定負債合計 25,773 25,976

負債合計 196,054 205,282
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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 12,003 12,003

資本剰余金 480 480

利益剰余金 9,814 11,192

自己株式 △241 △241

株主資本合計 22,056 23,435

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 197 282

繰延ヘッジ損益 139 65

土地再評価差額金 39 39

為替換算調整勘定 △682 △456

その他の包括利益累計額合計 △306 △68

少数株主持分 3,611 4,046

純資産合計 25,361 27,413

負債純資産合計 221,416 232,696
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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 142,819 172,319

売上原価 134,754 163,145

売上総利益 8,065 9,174

販売費及び一般管理費 6,941 7,155

営業利益 1,123 2,018

営業外収益   

受取利息 189 299

受取配当金 34 36

保険配当金等 24 25

訴訟等損失引当金戻入額 － 580

その他 146 345

営業外収益合計 396 1,287

営業外費用   

支払利息 379 302

為替差損 179 －

その他 505 448

営業外費用合計 1,065 750

経常利益 454 2,555

特別利益   

固定資産売却益 5 4

投資有価証券清算益 12 －

その他 0 0

特別利益合計 17 4

特別損失   

固定資産処分損 6 20

投資有価証券評価損 200 －

和解費用 137 －

会員権評価損 20 60

減損損失 － 39

その他 24 －

特別損失合計 387 119

税金等調整前四半期純利益 84 2,440

法人税等 400 660

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（△）

△316 1,780

少数株主利益 203 213

四半期純利益又は四半期純損失（△） △519 1,567
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△316 1,780

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △97 86

繰延ヘッジ損益 △63 △73

為替換算調整勘定 △5 278

持分法適用会社に対する持分相当額 △3 16

その他の包括利益合計 △169 307

四半期包括利益 △486 2,088

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △683 1,805

少数株主に係る四半期包括利益 197 282
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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 84 2,440

減価償却費 807 767

減損損失 － 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 540 629

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 10 4

工事損失引当金の増減額（△は減少） △720 354

訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） 13 △890

固定資産処分損益（△は益） 2 12

投資有価証券評価損益（△は益） 200 －

投資有価証券清算損益（△は益） △12 －

会員権評価損 20 60

受取利息及び受取配当金 △224 △336

支払利息 379 302

為替差損益（△は益） 197 △119

持分法による投資損益（△は益） △42 △26

売上債権の増減額（△は増加） 28,097 △3,837

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △6,842 △2,930

その他の資産の増減額（△は増加） 59 △345

仕入債務の増減額（△は減少） △23,577 △5,579

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,197 △39

その他の負債の増減額（△は減少） △5,415 △3,163

その他 △7 68

小計 △5,247 △12,570

利息及び配当金の受取額 323 333

利息の支払額 △459 △384

法人税等の支払額 △855 △1,441

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,239 △14,062

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △274 △844

有形固定資産の取得による支出 △516 △498

有形固定資産の売却による収入 4 31

無形固定資産の取得による支出 △51 △76

投資有価証券の取得による支出 △202 △14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

8 －

貸付けによる支出 △31 △49

貸付金の回収による収入 99 53

その他 63 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △900 △1,386
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(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) 

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） 7,399 16,595

長期借入金の返済による支出 △434 △526

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 － △188

少数株主への配当金の支払額 △36 △50

その他 △47 △119

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,881 15,710

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50 500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △309 760

現金及び現金同等物の期首残高 29,847 31,400

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,537 33,340
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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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４. (参考) 四半期個別財務諸表

（１） (要約) 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第２四半期会計期間

(平成25年３月31日) (平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 19,915 20,372

受取手形 756 331

完成工事未収入金 82,089 91,287

未成工事支出金 15,003 16,106

その他 12,514 13,431

貸倒引当金 △809 △809

流動資産合計 129,469 140,719

固定資産

有形固定資産 7,867 7,723

無形固定資産 1,443 1,412

投資その他の資産

長期営業外未収入金 27,644 27,680

その他 34,428 34,306

貸倒引当金 △31,323 △31,327

投資その他の資産合計 30,748 30,659

固定資産合計 40,060 39,794

資産合計 169,529 180,514

負債の部

流動負債

支払手形 31,202 34,445

工事未払金 61,208 57,234

短期借入金 8,264 24,608

未成工事受入金 18,921 16,186

完成工事補償引当金 635 635

工事損失引当金 590 1,009

訴訟等損失引当金 890 －

その他 12,708 10,369

流動負債合計 134,419 144,489

固定負債

長期借入金 1,933 1,508

退職給付引当金 15,654 16,128

その他 2,767 2,791

固定負債合計 20,356 20,428

負債合計 154,776 164,918

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 400 399

利益剰余金 2,247 3,081

自己株式 △241 △241

株主資本合計 14,409 15,242

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 204 287

繰延ヘッジ損益 139 65

評価・換算差額等合計 343 353

純資産合計 14,753 15,596

負債純資産合計 169,529 180,514
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（２） (要約) 四半期損益計算書

（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
(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日
至 平成24年９月30日)  至 平成25年９月30日)

完成工事高 108,205 131,290

完成工事原価 103,232 125,834

完成工事総利益 4,973 5,455

販売費及び一般管理費 4,968 4,985

営業利益 4 469

営業外収益 637 1,336

営業外費用 914 629

経常利益又は経常損失（△） △272 1,176

特別利益 9 0

特別損失 373 63

税引前四半期純利益又は税引前四半期 
純損失（△）

△635 1,113

法人税等 54 90

四半期純利益又は四半期純損失（△） △690 1,022
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(％表示は、対前期増減率） 

５. 補足情報

（１） 個別受注工事高・完成工事高・繰越工事高の状況

 個別受注工事高
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

増  減(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日
至 平成24年９月30日) 至 平成25年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 24,929 50,624 25,694 103.1
国内民間 5,325 4,145 △1,180 △22.2
海  外 △70 9,423 9,493 －
合    計 30,184 27.3 64,193 41.2 34,008 112.7

建 
築 
工 
事

国内官公庁 1,006 3,407 2,400 238.5
国内民間 68,878 76,351 7,473 10.8
海  外 10,309 11,965 1,656 16.1
合    計 80,194 72.7 91,724 58.8 11,530 14.4

合 
  
 
計

国内官公庁 25,935 [23.5] 54,031 [34.7] 28,095 108.3
国内民間 74,204 [67.2] 80,497 [51.6] 6,292 8.5
海  外 10,239 [9.3] 21,388 [13.7] 11,149 108.9

(内グループ) (39,946) (36.2) (27,990) (18.0) (△11,955) △29.9
合    計 110,379 100 155,917 100 45,538 41.3

 個別完成工事高
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

増  減(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日
至 平成24年９月30日) 至 平成25年９月30日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 26,268 26,121 △147 △0.6
国内民間 5,655 6,929 1,273 22.5
海  外 8,242 5,583 △2,658 △32.3
合    計 40,166 37.2 38,634 29.4 △1,532 △3.8

建 
築 
工 
事

国内官公庁 684 1,221 537 78.6
国内民間 56,579 82,189 25,609 45.3
海  外 10,685 9,244 △1,440 △13.5
合    計 67,949 62.8 92,655 70.6 24,706 36.4

合 
  
 
計

国内官公庁 26,952 [24.9] 27,342 [20.8] 389 1.4
国内民間 62,235 [57.6] 89,118 [67.9] 26,883 43.2
海  外 18,927 [17.5] 14,828 [11.3] △4,099 △21.7

(内グループ) (30,461) (28.2) (39,143) (29.8) (8,681) 28.5
合    計 108,115 100 131,290 100 23,174 21.4

 
 個別繰越工事高

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
増  減(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日

至 平成24年９月30日) 至 平成25年９月30日)
金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 増減率(％)

土 
木 
工 
事

国内官公庁 85,444 120,059 34,614 40.5
国内民間 16,404 11,189 △5,215 △31.8
海  外 23,371 23,267 △104 △0.4
合    計 125,220 40.9 154,515 42.6 29,295 23.4

建 
築 
工 
事

国内官公庁 3,101 7,892 4,790 154.4
国内民間 162,863 183,073 20,209 12.4
海  外 14,968 17,615 2,646 17.7
合    計 180,934 59.1 208,581 57.4 27,646 15.3

合 
  
 
計

国内官公庁 88,546 [28.9] 127,951 [35.2] 39,405 44.5
国内民間 179,268 [58.6] 194,262 [53.5] 14,993 8.4
海  外 38,340 [12.5] 40,882 [11.3] 2,542 6.6

(内グループ) (81,003) (26.5) (100,357) (27.6) (19,353) 23.9
合    計 306,155 100 363,097 100 56,941 18.6

（２） 個別受注予想   

通期

百万円 ％

26年３月期予想 250,000 △14.0

25年３月期実績 290,605 10.5
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