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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 47,755 39.8 1,179 763.8 1,279 491.0 742 733.4
25年3月期第2四半期 34,154 5.9 136 △70.2 216 △58.7 89 △80.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 919百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △189百万円 （―％）

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 25.25 ―

25年3月期第2四半期 3.00 ―

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

26年3月期第2四半期 81,572 49,565 60.8 1,685.97
25年3月期 73,916 48,985 66.3 1,666.10

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  49,565百万円 25年3月期  48,985百万円

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 ― 0.00 ― 11.50 11.50

26年3月期 ― 0.00

26年3月期（予想） ― 11.50 11.50

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  
 平成25年11月15日予定の株式譲渡により、株式会社坂出カントリークラブが連結子会社から除外され、当社は非連結会社となるため、平成26年３月期通期
の連結業績予想は記載しておりません。 
 平成26年３月期通期の個別業績予想につきましては、売上高960億円（前年同期比41.8％増）、営業利益14億円（前年同期は１億５百万円の営業利益）、経常
利益15億円（前年同期比93.4％増）、当期純利益18億円（前年同期比92.0％増）、１株当たり当期純利益62円43銭としております。 

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) 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 

(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 
 平成25年11月15日予定の株式譲渡により、株式会社坂出カントリークラブが連結子会社から除外され、当社は非連結会社となります。 
 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およ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。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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧
下さい。 

※  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   ：  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 31,704,400 株 25年3月期 31,704,400 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,305,597 株 25年3月期 2,303,261 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 29,399,260 株 25年3月期2Q 29,666,322 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、日銀による大胆な金融緩和や政府による各種政策

が好意的に受け止められ、長く続いたデフレから脱却しつつあるなど着実に持ち直しております。 

建設業界におきましても、需要が集中したことによる労務不足・資機材価格の高騰の影響はあるもの

の、復興需要・防災需要から引き続き公共投資が増加したほか、マインドの改善から民間設備投資も回

復に向かうなど、厳しい中にも幾分明るい兆しが出てまいりました。 

このような経営環境の中、当社グループでは受注が順調に推移したほか、徹底した原価低減により工

事利益率が改善するとともに、販売費及び一般管理費の継続的な削減努力の結果、当第２四半期連結累

計期間の売上高は477億55百万円（前年同期比39.8％増）、営業利益は11億79百万円（同763.8％増）、

経常利益は12億79百万円（同491.0％増）、四半期純利益につきましては７億42百万円（同733.4％増）

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76億55百万円増加し、815億

72百万円となりました。 

流動資産は、受取手形・完成工事未収入金等の増加等により73億76百万円増加、固定資産は、保有株

式の株価の上昇に伴う投資有価証券の増加等により２億79百万円の増加となりました。 

(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70億75百万円増加し、320億

７百万円となりました。 

流動負債は、支払手形・工事未払金等の増加等により71億30百万円増加、固定負債は、退職給付引当

金の減少等により54百万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、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度

末に比べて５億80百万円増加し、495億65百万円となりました。 

  

平成25年10月28日公表の「子会社の異動（株式譲渡）および特別利益の発生に関するお知らせ」に記

載のとおり、平成26年３月期通期については株式会社坂出カントリークラブが連結子会社から除外され

当社は非連結会社となります。 

平成26年３月期の個別業績予想につきましては、平成25年10月28日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」に記載のとおり、売上高960億円、営業利益14億円、経常利益15億円、当期純利益18億円と

しております。 

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およ

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）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
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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。 

  

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 18,955 12,911

受取手形・完成工事未収入金等 28,452 39,238

有価証券 5,500 5,000

未成工事支出金 3,323 5,556

材料貯蔵品 82 82

繰延税金資産 481 453

未収入金 2,269 1,857

その他 1,654 3,000

貸倒引当金 △32 △35

流動資産合計 60,687 68,064

固定資産   

有形固定資産 5,023 5,072

無形固定資産 79 78

投資その他の資産   

投資有価証券 6,823 7,052

長期貸付金 307 305

その他 1,154 1,158

貸倒引当金 △159 △159

投資その他の資産合計 8,125 8,357

固定資産合計 13,229 13,508

資産合計 73,916 81,572
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,971 21,909

未払金 348 181

未払法人税等 67 487

未成工事受入金 2,698 1,778

完成工事補償引当金 155 205

賞与引当金 473 475

工事損失引当金 240 211

その他 481 317

流動負債合計 18,436 25,567

固定負債   

退職給付引当金 3,104 3,076

役員退職慰労引当金 856 －

資産除去債務 37 37

繰延税金負債 544 688

その他 1,951 2,638

固定負債合計 6,494 6,440

負債合計 24,931 32,007

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 38,728 39,132

自己株式 △992 △993

株主資本合計 47,346 47,749

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,639 1,816

その他の包括利益累計額合計 1,639 1,816

純資産合計 48,985 49,565

負債純資産合計 73,916 81,572
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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 34,154 47,755

売上高合計 34,154 47,755

売上原価   

完成工事原価 31,658 44,382

売上原価合計 31,658 44,382

売上総利益   

完成工事総利益 2,496 3,372

売上総利益合計 2,496 3,372

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 2,359 2,193

営業利益 136 1,179

営業外収益   

受取利息 28 23

受取配当金 49 71

受取賃貸料 55 51

その他 1 5

営業外収益合計 134 151

営業外費用   

支払利息 7 6

賃貸収入原価 25 27

シンジケートローン手数料 13 9

その他 8 8

営業外費用合計 54 52

経常利益 216 1,279

特別利益   

固定資産売却益 － 53

投資有価証券売却益 － 6

特別利益合計 － 60

特別損失   

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 72 50

訴訟和解金 3 －

特別損失合計 77 50

税金等調整前四半期純利益 139 1,288

法人税、住民税及び事業税 50 464

法人税等調整額 － 81

法人税等合計 50 546

少数株主損益調整前四半期純利益 89 742

四半期純利益 89 742
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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 89 742

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △278 176

その他の包括利益合計 △278 176

四半期包括利益 △189 919

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △189 919

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 139 1,288

減価償却費 110 170

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24 △27

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △21 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 2

工事損失引当金の増減額（△は減少） 33 △29

受取利息及び受取配当金 △77 △94

支払利息 7 6

投資有価証券評価損益（△は益） 72 50

固定資産売却損益（△は益） 0 △53

投資有価証券売却損益（△は益） － △6

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） 6,464 △10,785

未成工事支出金の増減額（△は増加） △517 △2,233

たな卸資産の増減額（△は増加） △16 0

仕入債務の増減額（△は減少） △5,210 7,937

未成工事受入金の増減額（△は減少） △410 △919

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,263 △1,120

その他の流動負債の増減額（△は減少） △251 △304

その他の固定資産の増減額（△は増加） △15 △3

その他の固定負債の増減額（△は減少） 10 △159

未払消費税等の増減額（△は減少） △119 56

未収消費税等の増減額（△は増加） △11 185

小計 1,465 △5,998

利息及び配当金の受取額 75 95

利息の支払額 △7 △6

法人税等の支払額 △232 △48

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,301 △5,957
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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) 

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 △15,324 △5,516

定期預金の払戻による収入 10,446 11,516

有価証券の取得による支出 △12,100 △5,500

有価証券の償還による収入 8,400 8,500

有形固定資産の取得による支出 △42 △299

有形固定資産の売却による収入 0 59

無形固定資産の取得による支出 △2 △3

投資有価証券の取得による支出 △10 △20

投資有価証券の売却による収入 － 14

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 3 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,629 8,752

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 △509 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △353 △338

財務活動によるキャッシュ・フロー △862 △339

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） △8,191 2,455

現金及び現金同等物の期首残高 17,539 14,439

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,348 16,895
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（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） 

  当第２四半期連結会計期間(自 平成 25 年７月１日 至 平成 25 年９月 30 日) 

   該当事項はありません。 

 

（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26年３月期第２四半期累計期間 68,974 百万円 135.8％ 

平成25年３月期第２四半期累計期間 29,246 百万円 △1.6％ 

  (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 26 年３月期 

第２四半期累計期間 
平成 25 年３月期 

第２四半期累計期間 
比較増減 増減率 

官公庁 104 (  0.1％) 29 (  0.1％) 74 255.9

民 間 55,105 ( 79.9 ) 14,126 ( 48.3 ) 40,979 290.1
建 

築 

計 55,209 ( 80.0 ) 14,155 ( 48.4 ) 41,054  290.0

官公庁 8,159 (  11.9 ) 8,962 ( 30.6 ) △803 △9.0

民 間 5,605 ( 8.1 ) 6,127 ( 21.0 ) △522 △8.5
土 

木 

計 13,764 ( 20.0 ) 15,090 ( 51.6 ) △1,325 △8.8

官公庁 8,263 ( 12.0 ) 8,991 ( 30.7 ) △728 △8.1

民 間 60,711 ( 88.0 ) 20,254 ( 69.3 ) 40,456 199.7

建 

設 
事 

業 

計 

計 68,974 ( 100.0 ) 29,246 ( 100.0 ) 39,728 135.8

  (注) ( )内の％表示は、構成比率 
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