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(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

2. 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類  

株式（非上場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 78,148 23.2 △101 ― 433 ― 87 ―

25年３月期第１四半期 63,419 11.7 △375 ― △775 ― △1,339 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 675百万円(―％) 25年３月期第１四半期 △1,220百万円(―％)

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１四半期 0.13 0.11
25年３月期第１四半期 △4.22 ―

（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１四半期 215,736 26,000 10.2

25年３月期 221,416 25,361 9.8

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 22,112百万円  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 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 160,000 12.0 2,100 87.0 1,100 142.3 100 ― 0.12
通期 350,000 2.1 7,100 22.8 4,700 1.9 2,100 2.8 2.60
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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す。また、四半期連

結財務諸表に対する四半期レビュー手続は本日終了する予定です。 

  

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１Ｑ 675,480,576株 25年３月期 675,480,576株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 456,392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１Ｑ 675,025,532株 25年３月期１Ｑ 317,112,820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) 26年３月期の配当については未定です。 

  

 
(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

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 120,000 10.9 500 － 0 － △200 － △0.25

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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年末からの円安や米国の景気持直しから、輸出

企業など幅広い業種で業況は改善の動きが見られました。また、緊急経済対策に伴う押し上げ効果とも

相まって、景気回復への期待は高まりつつあります。 

国内建設市場におきましては、補正予算の本格的な執行に伴う公共投資の増加や、消費税率引き上げ

に伴う民間住宅投資の高まりなど、需要面では政策要因による一時的な盛り上がりは見えるものの、コ

スト面では建設労働需給の逼迫に伴う労務費の高騰や一部で資材価格の値上がりが継続するなど、引き

続き厳しい経営環境が続きました。 

こうした状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高781億円（前年

同期比147億円増加）、経常利益４億円（前年同期経常損失８億円）、四半期純利益１億円（前年同期

純損失13億円）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１四半期の業績は、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１四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57億円減少し、2,157億円と

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

負債合計は、前連結会計年度末に比べて63億円減少し、1,897億円となりました。主な要因は、支払

手形・工事未払金等の減少によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて６億円増加し、260億円となりました。また、当第１四半

期連結会計期間末の自己資本比率は10.2％となりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の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、当第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１四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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 39,899 38,218 

受取手形・完成工事未収入金等 101,279 92,614 

未成工事支出金等 19,184 24,132 

その他 12,098 12,165 

貸倒引当金 △379 △377 

流動資産合計 172,083 166,753 

固定資産   

有形固定資産 23,701 23,838 

無形固定資産 2,060 2,044 

投資その他の資産   

長期営業外未収入金 24,875 24,912 

その他 27,737 27,193 

貸倒引当金 △29,042 △29,006 

投資その他の資産合計 23,570 23,099 

固定資産合計 49,332 48,982 

資産合計 221,416 215,736 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 115,338 112,077 

短期借入金 8,391 6,721 

未成工事受入金 27,768 30,116 

完成工事補償引当金 728 741 

工事損失引当金 717 802 

訴訟等損失引当金 890 196 

その他 16,446 13,246 

流動負債合計 170,280 163,901 

固定負債   

長期借入金 2,194 2,009 

退職給付引当金 18,057 18,334 

その他 5,522 5,489 

固定負債合計 25,773 25,834 

負債合計 196,054 189,736 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 9,712 

自己株式 △241 △241 

株主資本合計 22,056 21,955 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 197 360 

繰延ヘッジ損益 139 133 

土地再評価差額金 39 39 

為替換算調整勘定 △682 △377 

その他の包括利益累計額合計 △306 156 

少数株主持分 3,611 3,888 

純資産合計 25,361 26,000 

負債純資産合計 221,416 215,736 
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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１四半期連結累計期間 

 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 63,419 78,148 

売上原価 60,374 74,619 

売上総利益 3,044 3,528 

販売費及び一般管理費 3,420 3,630 

営業損失（△） △375 △101 

営業外収益   

受取利息 116 185 

受取配当金 19 18 

保険配当金等 7 7 

為替差益 － 179 

訴訟等損失引当金戻入額 － 404 

その他 81 64 

営業外収益合計 224 859 

営業外費用   

支払利息 180 109 

為替差損 173 － 

その他 271 215 

営業外費用合計 624 324 

経常利益又は経常損失（△） △775 433 

特別利益   

固定資産売却益 2 2 

その他 0 － 

特別利益合計 2 2 

特別損失   

固定資産処分損 3 4 

投資有価証券評価損 185 － 

和解費用 114 － 

その他 37 0 

特別損失合計 340 5 

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（△）

△1,113 430 

法人税等 180 314 

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（△）

△1,293 116 

少数株主利益 45 29 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,339 87 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６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（△）

△1,293 116 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55 162 

繰延ヘッジ損益 △41 △5 

為替換算調整勘定 163 388 

持分法適用会社に対する持分相当額 5 12 

その他の包括利益合計 72 558 

四半期包括利益 △1,220 675 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,298 550 

少数株主に係る四半期包括利益 78 124 
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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）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１四半期会計期間

(平成25年３月31日) (平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 19,915 17,356

受取手形 756 108

完成工事未収入金 82,089 78,220

未成工事支出金 15,003 18,764

その他 12,514 12,712

貸倒引当金 △809 △809

流動資産合計 129,469 126,353

固定資産

有形固定資産 7,867 7,787

無形固定資産 1,443 1,426

投資その他の資産

長期営業外未収入金 27,644 27,681

その他 34,428 34,645

貸倒引当金 △31,323 △31,292

投資その他の資産合計 30,748 31,034

固定資産合計 40,060 40,247

資産合計 169,529 166,601

負債の部

流動負債

支払手形 31,202 35,589

工事未払金 61,208 53,749

短期借入金 8,264 9,492

未成工事受入金 18,921 20,405

完成工事補償引当金 635 635

工事損失引当金 590 729

訴訟等損失引当金 890 196

その他 12,708 10,669

流動負債合計 134,419 131,467

固定負債

長期借入金 1,933 1,758

退職給付引当金 15,654 15,844

その他 2,767 2,769

固定負債合計 20,356 20,372

負債合計 154,776 151,840

純資産の部

株主資本

資本金 12,003 12,003

資本剰余金 400 400

利益剰余金 2,247 2,093

自己株式 △241 △241

株主資本合計 14,409 14,255

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 204 371

繰延ヘッジ損益 139 133

評価・換算差額等合計 343 505

純資産合計 14,753 14,760

負債純資産合計 169,529 166,601
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(２) (要約) 四半期損益計算書

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日
 至 平成24年６月30日)  至 平成25年６月30日)

完成工事高 47,350 57,045

完成工事原価 45,629 55,176

完成工事総利益 1,721 1,868

販売費及び一般管理費 2,403 2,527

営業損失（△） △681 △658

営業外収益 418 1,025

営業外費用 531 268

経常利益又は経常損失（△） △794 98

特別利益 0 0

特別損失 326 3

 
税引前四半期純利益又は税引前四半期 
純損失（△）

△1,121 95

法人税等 31 60

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,152 34
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 (％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率） 

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１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

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６月30日) 至 平成25年６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 9,215 20,075 10,860 117.8
国内民間 2,263 2,000 △263 △11.6
海  外 △630 10,692 11,322 -
合    計 10,849 23.2 32,768 43.6 21,918 202.0

建 
築 
工 
事

国内官公庁 998 3 △995 △99.7
国内民間 33,186 33,748 561 1.7
海  外 1,684 8,652 6,967 413.5
合    計 35,870 76.8 42,404 56.4 6,533 18.2

合 
  
 
計

国内官公庁 10,214 [21.9] 20,079 [26.7] 9,864 96.6
国内民間 35,450 [75.9] 35,748 [47.6] 298 0.8
海  外 1,054 [2.2] 19,344 [25.7] 18,289 1,733.8

(内グループ) (24,915) (53.3) (13,047) (17.4) (△11,867) △47.6
合    計 46,719 100 75,172 100 28,452 60.9

 個別完成工事高
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

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６月30日) 至 平成25年６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 11,091 11,289 198 1.8
国内民間 2,150 1,864 △286 △13.3
海  外 3,861 2,640 △1,220 △31.6
合    計 17,103 36.1 15,794 27.7 △1,309 △7.7

建 
築 
工 
事

国内官公庁 232 355 123 53.0
国内民間 23,998 35,891 11,893 49.6
海  外 6,016 5,003 △1,012 △16.8
合    計 30,247 63.9 41,250 72.3 11,003 36.4

合 
  
 
計

国内官公庁 11,323 [23.9] 11,644 [20.4] 321 2.8
国内民間 26,149 [55.2] 37,756 [66.2] 11,606 44.4
海  外 9,878 [20.9] 7,644 [13.4] △2,233 △22.6

(内グループ) (12,298) (26.0) (17,833) (31.3) (5,534) 45.0
合    計 47,350 100 57,045 100 9,694 20.5

 個別繰越工事高
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

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６月30日) 至 平成25年６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 84,908 104,343 19,434 22.9
国内民間 16,847 14,108 △2,738 △16.3
海  外 27,191 27,479 287 1.1
合    計 128,947 42.5 145,930 40.9 16,983 13.2

建 
築 
工 
事

国内官公庁 3,546 5,354 1,808 51.0
国内民間 159,752 186,767 27,014 16.9
海  外 11,013 18,523 7,510 68.2
合    計 174,312 57.5 210,646 59.1 36,333 20.8

合 
  
 
計

国内官公庁 88,455 [29.2] 109,698 [30.8] 21,242 24.0
国内民間 176,599 [58.2] 200,876 [56.3] 24,276 13.7
海  外 38,205 [12.6] 46,002 [12.9] 7,797 20.4

(内グループ) (84,135) (27.7) (106,724) (29.9) (22,588) 26.8
合    計 303,260 100 356,577 100 53,316 17.6

(２) 個別受注予想

第２四半期累計期間 通期

百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期予想 120,000 8.7 250,000 △14.0

25年３月期実績 110,379 17.3 290,605 10.5
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