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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第２四半期 14,215 △10.6 △169 ― △529 ― △593 ―

23年３月期第２四半期 15,907 △0.9 5 △95.4 △149 ― △166 ―

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 △768百万円( ― ％) 23年３月期第２四半期 △452百万円( ― ％)

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

24年３月期第２四半期 △28 80 ― ―

23年３月期第２四半期 △8 10 ― ―

（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 ％

24年３月期第２四半期 27,686 5,695 17.2

23年３月期 27,424 6,499 20.1

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 4,770百万円 23年３月期 5,504百万円

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

23年３月期 ― ― ― ― ― ― 1 50 1 50

24年３月期 ― ― ― ―

24年３月期(予想) ― ―
0.00～
2.00

0.00～
2.00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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 39,000 13.9 500 △4.8 200 △37.9 70 △66.8 3 40



  

 

 

 
  

  

  

・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連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

せん。 

  

・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予想数値と異なる場合

があります。 

  

４．その他

（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 ： 無

（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) 24年３月期２Ｑ 22,072,850株 23年３月期 22,072,850株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 1,472,377株 23年３月期 1,471,183株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 20,601,267株 23年３月期２Ｑ 20,603,156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
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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、東日本大震災を受けて急速に落ち込んだものの、

サプライチェーンの復旧に伴い持ち直しの動きが続きました。個人消費は震災後急速に落ち込み、企業

収益も震災の影響や円高などの影響を受けて、依然厳しい環境で推移しました。 

建設業界におきましても、住宅投資は建設資材の供給回復に伴い持ち直しつつありますが、設備投資

では震災による投資計画の先送りが続いております。依然公共事業も減少傾向が続き、熾烈な受注競争

のもと、極めて厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中、当社グループは、震災の復興需要に対応すべく技術提案力・信頼確保に注力

し、当社保有の特殊技術に関する営業を推進し、受注の確保に努め、またＯＤＡ案件に加え、海外に進

出した日系企業への営業を強化して国際部門のさらなる充実を目指してまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が14,215百万円（前年同四半期比10.6％減）

となりました。利益につきましては、営業損失169百万円（前年同四半期は5百万円の利益）、経常損失

529百万円（前年同四半期は149百万円の損失）、四半期純損失593百万円（前年同四半期は166百万円の

損失）となりました。 

資産合計につきましては、未成工事支出金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ262百万円

（1.0％）増加し、27,686百万円となりました。 

負債につきましては、支払手形や工事未払金の減少などありましたが、短期借入金、未成工事受入金

の増加などにより21,991百万円と前連結会計年度末に比べ1,066百万円（5.1％）増加しました。 

純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより、5,695百万円と前連結会計年度末に比べ804百

万円（12.4％）減少いたしました。 

平成２４年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成２３年５月１３日に公表した業績予想を

修正しておりますので、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)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：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,062,542 4,484,352

受取手形・完成工事未収入金等 8,739,713 8,621,621

有価証券 1,294 1,294

販売用不動産 559,396 622,174

未成工事支出金 350,767 1,147,246

不動産事業支出金 619,600 620,555

商品及び製品 2,054 －

材料貯蔵品 3,939 3,852

繰延税金資産 99,638 136,694

その他 1,107,020 1,226,135

貸倒引当金 △9,003 △13,836

流動資産合計 16,536,964 16,850,090

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,585,713 3,459,229

減価償却累計額 △1,973,309 △1,890,276

建物及び構築物（純額） 1,612,403 1,568,953

機械装置及び運搬具 744,988 712,377

減価償却累計額 △670,639 △651,308

機械装置及び運搬具（純額） 74,348 61,069

船舶 472,373 91,326

減価償却累計額 △420,877 △44,548

船舶（純額） 51,496 46,778

工具、器具及び備品 245,876 219,861

減価償却累計額 △223,407 △199,287

工具、器具及び備品（純額） 22,469 20,574

土地 4,547,487 4,637,757

建設仮勘定 － 520

有形固定資産合計 6,308,205 6,335,652

無形固定資産

その他 29,238 28,612

投資その他の資産

投資有価証券 1,519,698 1,384,680

長期貸付金 413,818 417,712

長期未収入金 1,287,981 1,361,264

破産更生債権等 1,026,121 1,015,710

繰延税金資産 201,408 205,446

その他 179,340 175,363

貸倒引当金 △78,359 △87,885

投資その他の資産合計 4,550,009 4,472,292

固定資産合計 10,887,453 10,836,558

資産合計 27,424,418 27,686,648
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,781,167 5,422,374

短期借入金 7,898,759 8,557,282

1年内償還予定の社債 92,000 244,000

未払金 130,946 223,674

未払法人税等 39,097 23,461

未成工事受入金 1,563,320 2,195,924

完成工事補償引当金 37,892 36,843

工事損失引当金 76,436 71,941

賞与引当金 54,600 56,223

その他 332,417 504,190

流動負債合計 17,006,637 17,335,913

固定負債

社債 298,000 710,000

長期借入金 2,788,680 3,148,467

長期未払金 45,620 42,257

退職給付引当金 489,958 380,530

環境対策引当金 10,309 10,309

再評価に係る繰延税金負債 124,894 124,894

資産除去債務 8,799 8,877

その他 151,821 230,315

固定負債合計 3,918,083 4,655,651

負債合計 20,924,721 21,991,565

純資産の部

株主資本

資本金 2,368,032 2,368,032

資本剰余金 1,527,310 1,527,310

利益剰余金 2,510,557 1,887,820

自己株式 △163,180 △163,297

株主資本合計 6,242,719 5,619,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △97,332 △106,740

繰延ヘッジ損益 △71,486 △172,470

土地再評価差額金 △569,859 △569,859

その他の包括利益累計額合計 △738,678 △849,071

少数株主持分 995,655 924,288

純資産合計 6,499,696 5,695,083

負債純資産合計 27,424,418 27,686,648
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 15,907,049 14,215,455

売上原価 14,837,455 13,342,423

売上総利益 1,069,594 873,031

販売費及び一般管理費 1,063,919 1,042,527

営業利益又は営業損失（△） 5,674 △169,495

営業外収益

受取利息及び配当金 25,369 23,062

負ののれん償却額 130,478 －

その他 24,838 37,671

営業外収益合計 180,685 60,734

営業外費用

支払利息 117,526 117,094

為替差損 198,688 256,494

その他 19,379 46,958

営業外費用合計 335,594 420,546

経常損失（△） △149,234 △529,308

特別利益

固定資産売却益 48 1,070

投資有価証券売却益 － 32

貸倒引当金戻入額 9,645 －

特別利益合計 9,693 1,103

特別損失

固定資産除売却損 1,078 14,267

投資有価証券売却損 2,617 339

投資有価証券評価損 6,600 21,170

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,914 －

退職給付制度改定損 － 36,872

その他 4,476 －

特別損失合計 20,686 72,650

税金等調整前四半期純損失（△） △160,227 △600,855

法人税、住民税及び事業税 13,352 18,177

法人税等調整額 △1,072 43,322

法人税等合計 12,280 61,500

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △172,507 △662,355

少数株主損失（△） △5,549 △68,984

四半期純損失（△） △166,957 △593,370
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △172,507 △662,355

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △176,119 △5,122

繰延ヘッジ損益 △104,056 △100,984

その他の包括利益合計 △280,176 △106,107

四半期包括利益 △452,683 △768,463

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △444,553 △703,764

少数株主に係る四半期包括利益 △8,130 △64,698
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該当事項はありません。 

  

  

  

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）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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   （参考） 受注実績内訳 

 
(注) （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率であります。 

  

  

４．補足情報

（１）受注の状況（個別）

(1) 受注高

受注高

平成24年３月期第２四半期 7,970 百万円 △56.1%

平成23年３月期第２四半期 18,153 百万円 19.9%

区分
平成24年３月期 平成23年３月期

比較増減 増減率
第２四半期 第２四半期

建 
設 
事 
業

土木

百万円 (%) 百万円 (%) 百万円 %

官公庁 1,354 (17.0) 10,112 (55.7) △8,758 △86.6

民間 432 (5.4) 713 (3.9) △281 △39.4

計 1,787 (22.4) 10,826 (59.6) △9,039 △83.5

建築

官公庁 402 (5.1) 1,701 (9.4) △1,299 △76.4

民間 5,781 (72.5) 5,625 (31.0) 156 2.8

計 6,183 (77.6) 7,326 (40.4) △1,143 △15.6

合計

官公庁 1,756 (22.1) 11,814 (65.1) △10,058 △85.1

民間 6,214 (77.9) 6,339 (34.9) △125 △2.0

計 7,970 (100.0) 18,153 (100.0) △10,183 △56.1

合計 7,970 (100.0) 18,153 (100.0) △10,183 △56.1

(2) 受注予想

受注高

平成24年３月期予想 24,000 百万円 △26.3%

平成23年３月期実績 32,575 百万円 20.4%
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平成２３年１１月１４日付けにて、下記の通り人事異動を実施いたしますので、お知らせいたしま

す。 

  

  1. 執行役員の役位変更 

 
  

  2. 退任執行役員 

 
  

（２）人事異動のお知らせ

(1) 執行役員の異動

氏 名 （新） （現）

芳野 克比古
常務執行役員          
国際事業本部長

執行役員            
国際事業本部副本部長      
兼同アフリカ支配人

氏 名 （新） （現）

永江 征治 特別顧問
専務執行役員         
財務・経理担当       
兼国際事業本部担当

橋爪 欣彌 特別顧問
専務執行役員          
国際事業本部長
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