
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年11月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 大本組 上場取引所 大 

コード番号 1793 URL http://www.ohmoto.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大本 万平

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 大藤 強 TEL 086-225-5131
四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 34,154 5.9 136 △70.2 216 △58.7 89 △80.7

24年3月期第2四半期 32,238 △7.2 457 △42.0 523 △39.9 461 △45.0

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △189百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 357百万円 （△28.7％）

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

25年3月期第2四半期 3.00 ―

24年3月期第2四半期 15.00 ―

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

25年3月期第2四半期 71,154 47,156 66.3 1,603.81
24年3月期 78,544 48,209 61.4 1,568.79

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  47,156百万円 24年3月期  48,209百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 11.50 11.50

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 11.50 11.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 70,400 △6.9 500 5.0 600 △1.4 500 △29.7 17.00



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
   詳細は、四半期決算短信(添付資料)３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 
   をご覧ください。 

(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
四半期財務諸表の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 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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仮定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、四半期
決算短信（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

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 31,704,400 株 24年3月期 31,704,400 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,301,442 株 24年3月期 974,241 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 29,666,322 株 24年3月期2Q 30,730,798 株
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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、東日本大震災からの復興需要を背景として緩やか

な回復が見られたものの、欧州金融危機や長期化する円高の懸念、領土問題に起因する日中・日韓関係

の悪化など、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

建設業界におきましても、被災地を中心に復興需要・防災需要から公共投資は増加したものの、民間

設備投資の回復が鈍化しているほか、労務不足の影響を受けて原価が高騰していること等から、いっそ

う厳しい経営環境となりました。 

このような経営環境の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は341億54百万円（前年同期比5.9％

増）、営業利益は１億36百万円（同70.2％減）、経常利益は２億16百万円（同58.7％減）、四半期純利

益につきましては89百万円（同80.7％減）となりました。 

  

(資産) 

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73億90百万円減少し、711億

54百万円となりました。 

流動資産は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等により73億61百万円減少、固定資産は、保有株

式の株価の下落に伴う投資有価証券の減少等により28百万円の減少となりました。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて63億37百万円減少し、239億

97百万円となりました。 

流動負債は、支払手形・工事未払金等の減少等により61億32百万円減少、固定負債は、繰延税金負債

の減少等により２億５百万円の減少となりました。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、自己株式の取得等により、前連結会計年度末に比べて

10億52百万円減少し、471億56百万円となりました。 

  

当社グループの通期の業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表いたしました予想数値に変

更はありません。 

なお、本資料に記載の業績予想等に関する記述は、当社が本資料の発表日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ますが、実際の業績等は様々な要因によって予想数

値と異なる結果となる可能性があります。 

  

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

㈱大本組（1793）　平成25年３月期第２四半期決算短信

- 2 -



  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

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

（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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 16,877 14,564

受取手形・完成工事未収入金等 38,832 32,368

有価証券 4,000 6,200

未成工事支出金 2,005 2,523

材料貯蔵品 47 64

繰延税金資産 676 589

未収入金 3,424 2,573

その他 2,233 1,832

貸倒引当金 △61 △41

流動資産合計 68,036 60,674

固定資産   

有形固定資産 4,692 4,654

無形固定資産 99 87

投資その他の資産   

投資有価証券 4,908 4,414

長期貸付金 311 309

その他 657 1,172

貸倒引当金 △161 △159

投資その他の資産合計 5,716 5,737

固定資産合計 10,508 10,479

資産合計 78,544 71,154
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 18,151 12,940

未払金 329 153

未払法人税等 263 76

未成工事受入金 3,624 3,214

完成工事補償引当金 180 159

賞与引当金 465 477

工事損失引当金 417 450

その他 464 292

流動負債合計 23,897 17,764

固定負債   

退職給付引当金 3,091 3,115

役員退職慰労引当金 834 846

資産除去債務 37 37

繰延税金負債 487 247

その他 1,987 1,985

固定負債合計 6,438 6,233

負債合計 30,335 23,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,296 5,296

資本剰余金 4,314 4,314

利益剰余金 38,131 37,867

自己株式 △482 △992

株主資本合計 47,260 46,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 949 670

その他の包括利益累計額合計 949 670

純資産合計 48,209 47,156

負債純資産合計 78,544 71,154
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 32,238 34,154

売上高合計 32,238 34,154

売上原価   

完成工事原価 29,396 31,658

売上原価合計 29,396 31,658

売上総利益   

完成工事総利益 2,841 2,496

売上総利益合計 2,841 2,496

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 2,383 2,359

営業利益 457 136

営業外収益   

受取利息 24 28

受取配当金 46 49

受取賃貸料 56 55

その他 4 1

営業外収益合計 132 134

営業外費用   

支払利息 5 7

賃貸収入原価 29 25

シンジケートローン手数料 16 13

その他 14 8

営業外費用合計 66 54

経常利益 523 216

特別損失   

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 3 72

訴訟和解金 12 3

特別損失合計 15 77

税金等調整前四半期純利益 507 139

法人税、住民税及び事業税 46 50

法人税等合計 46 50

少数株主損益調整前四半期純利益 461 89

四半期純利益 461 89
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 461 89

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △103 △278

その他の包括利益合計 △103 △278

四半期包括利益 357 △189

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 357 △189

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 507 139

減価償却費 102 110

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48 24

賞与引当金の増減額（△は減少） △17 12

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4 △21

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △21

工事損失引当金の増減額（△は減少） △10 33

受取利息及び受取配当金 △70 △77

支払利息 5 7

投資有価証券評価損益（△は益） 3 72

固定資産売却損益（△は益） － 0

会員預り金の返還による支出 △10 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,168 6,464

未成工事支出金の増減額（△は増加） 256 △517

たな卸資産の増減額（△は増加） △4 △16

仕入債務の増減額（△は減少） △6,792 △5,210

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,492 △410

その他の流動資産の増減額（△は増加） 409 1,263

その他の流動負債の増減額（△は減少） △382 △251

その他の固定資産の増減額（△は増加） 9 △15

その他の固定負債の増減額（△は減少） 46 10

未払消費税等の増減額（△は減少） 36 △119

未収消費税等の増減額（△は増加） 251 △11

小計 1,887 1,465

利息及び配当金の受取額 69 75

利息の支払額 △5 △7

法人税等の支払額 △326 △232

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,624 1,301

㈱大本組（1793）　平成25年３月期第２四半期決算短信

- 8 -



（単位：百万円）

前第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) 

当第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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,618 △15,324

定期預金の払戻による収入 18 10,446

有価証券の取得による支出 － △12,100

有価証券の償還による収入 － 8,400

有形固定資産の取得による支出 △56 △42

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △10 △2

投資有価証券の取得による支出 △2 △10

投資有価証券の売却による収入 15 －

投資有価証券の償還による収入 － 0

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 5 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,649 △8,629

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △509

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △353 △353

財務活動によるキャッシュ・フロー △353 △862

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,378 △8,191

現金及び現金同等物の期首残高 18,267 17,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,888 9,348
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  当第２四半期連結会計期間(自 平成 24 年７月１日 至 平成 24 年９月 30 日) 

   該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

四半期個別受注の概況 

 

個別受注実績 

 受 注 高 

平成25年３月期第２四半期累計期間 29,246 百万円 △1.6％ 

平成24年３月期第２四半期累計期間 29,735 百万円 △0.6％ 

  (注)  ％表示は、前年同四半期比増減率 

 

(参考) 受注実績内訳                            (単位：百万円) 

区分 
平成 25 年３月期 

第２四半期累計期間 
平成 24 年３月期 

第２四半期累計期間 
比較増減 増減率 

官公庁 8,962 ( 30.6％) 7,754 ( 26.1％) 1,208 15.6 

民 間 6,127 ( 21.0 ) 4,124 ( 13.8 ) 2,003 48.6 
土 

木 

計 15,090 ( 51.6 ) 11,879 ( 39.9 ) 3,211 27.0 

官公庁 29 (  0.1 ) 1,233 (  4.2 ) △1,204 △97.6 

民 間 14,126 ( 48.3 ) 16,622 ( 55.9 ) △2,495 △15.0 
建 
築 

計 14,155 ( 48.4 ) 17,856 ( 60.1 ) △3,700 △20.7 

官公庁 8,991 ( 30.7 ) 8,988 ( 30.2 ) 3 0.0 

民 間 20,254 ( 69.3 ) 20,746 ( 69.8 ) △491 △2.4 

建 

設 
事 
業 

計 

計 29,246 ( 100.0 ) 29,735 ( 100.0 ) △488 △1.6 

不動産事業 ― (   ― ) ― (   ― ) ― ―  

合   計 29,246 ( 100.0 ) 29,735 ( 100.0 ) △488 △1.6  

  (注) ( )内の％表示は、構成比率 
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