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１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 親会社株主に帰属する 
四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2021年３月期第２四半期 683,276 △18.2 46,034 △26.2 48,997 △24.9 38,331 △19.6

2020年３月期第２四半期 834,850 14.4 62,379 26.5 65,272 25.7 47,694 30.5

（注）包括利益 2021年３月期第２四半期 37,646 百万円 （△13.6％）  2020年３月期第２四半期 43,567 百万円 （△17.7％） 

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 

2021年３月期第２四半期 50.25 48.67 

2020年３月期第２四半期 61.29 61.28 

（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 ％ 

2021年３月期第２四半期 1,832,588 758,784 41.1 

2020年３月期 1,904,934 736,412 38.3 

（参考）自己資本 2021年３月期第２四半期 752,874 百万円 2020年３月期 730,479 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 

2020年３月期 － 18.00 － 20.00 38.00 

2021年３月期 － 12.00 

2021年３月期（予想） － 12.00 24.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

（注）2020年３月期の中間配当金には，特別配当８円，期末配当金には，特別配当10円が含まれております。 
 2021年３月期の中間配当金及び2021年３月期(予想)の期末配当金には，それぞれ特別配当２円が含まれておりま

す。 

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 親会社株主に帰属 
する当期純利益 

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 1,485,000 △12.6 82,500 △38.4 84,000 △39.1 61,000 △38.4 79.96 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 



※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（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：有
（注）詳細は，添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。 

（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） 2021年３月期２Ｑ 788,514,613 株 2020年３月期 788,514,613 株 

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 25,659,396 株 2020年３月期 25,658,204 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 762,855,881 株 2020年３月期２Ｑ 778,206,988 株 

※四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。

※業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項
本資料に記載されている業績予想は，本資料の発表日現在入手可能な情報を勘案して作成しています。このため，今

後の経済情勢の変化等によって，実際の業績は異なることがあります。なお，業績予想に関する事項については，添付
資料２ページに記載の「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」
をご覧ください。
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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

当第２四半期連結累計期間の日本経済は，新型コロナウイルス感染症の影響が続く中，個人消

費や輸出に持ち直しの動きがみられたものの，企業収益は依然として低水準で推移するなど，厳

しい状況が続きました。 

 建設業界においては，官公庁工事の受注が堅調に推移した一方，民間工事の受注は感染症の影

響による設備投資の低迷等により減少傾向が続きました。 

 当社においては，社員・作業員の生命・安全を最優先事項とする感染拡大防止対策の一環とし

て，日本政府による緊急事態宣言下で指定された「特定警戒都道府県」に所在する作業所におい

て，一時閉所措置を講じました。現在，国内作業所では関係省庁のガイドライン及び当社が設定

した安全ルールに則り工事を進めております。海外の作業所においても，感染防止体制が確立さ

れ，発注者との協議が調い次第，順次工事を再開しております。 

 このような状況のもと，当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は，完成工事高及

び開発事業等売上高の減少により，前年同期に比べ18.2％減少し6,832億円となりました。 

 利益については，完成工事高の減少による完成工事総利益の減少などにより，営業利益は前年

同期に比べ26.2％減少し460億円，経常利益は24.9％減少し489億円となりました。親会社株主に

帰属する四半期純利益は，特別損益に保有株式の売却に伴う固定資産売却益や感染症関連損失な

どを計上した結果，19.6％減少し383億円となりました。 

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は，受取手形・完成工事未収入金等の減少などによ

り，前期末に比べ723億円減少し１兆8,325億円となりました。 

なお，現金及び現金同等物の残高は3,815億円で，新型コロナウイルス感染症拡大の影響による

工事代金の入金遅延等の不測の事態に引き続き備えております。 

負債の部は，支払手形・工事未払金等や未成工事受入金の減少などにより，前期末に比べ947億

円減少し１兆738億円となりました。 

なお，連結有利子負債の残高は4,585億円となり，前期末に比べ172億円の増加となりました。 

純資産の部は，親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加などによ

り，前期末に比べ223億円増加し7,587億円となりました。また，自己資本比率は前期末に比べ2.8

ポイント増加し41.1％となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想については，当第２四半期連結累計期間の業績が通期の予想に対し順調に推移

しており，当社グループを取り巻く景況感も概ね想定の範囲内であることから，現時点では2020

年７月31日に公表しました業績予想を修正しておりません。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2020年９月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金預金 351,722 148,524 

受取手形・完成工事未収入金等 546,148 411,430 

有価証券 1,020 233,020 

販売用不動産 2,836 2,401 

未成工事支出金 77,949 76,483 

開発事業支出金 16,472 7,959 

ＰＦＩ事業等たな卸資産 47,883 49,195 

その他 102,651 107,426 

貸倒引当金 △775 △676

流動資産合計 1,145,908 1,035,764 

固定資産 

有形固定資産 

土地 207,472 227,374 

その他（純額） 200,968 219,026 

有形固定資産合計 408,440 446,400 

無形固定資産 12,091 13,506 

投資その他の資産 

投資有価証券 319,598 316,464 

その他 20,852 22,404 

貸倒引当金 △1,957 △1,952

投資その他の資産合計 338,493 336,916 

固定資産合計 759,025 796,824 

資産合計 1,904,934 1,832,588 

負債の部 

流動負債 

支払手形・工事未払金等 319,164 259,890 

短期借入金 112,774 143,708 

1年内返済予定のノンリコース借入金 6,957 8,273 

コマーシャル・ペーパー 80,000 － 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 30,016 30,001 

1年内償還予定のノンリコース社債 2,764 1,265 

未払法人税等 25,637 18,444 

未成工事受入金 101,390 85,064 

完成工事補償引当金 3,932 3,647 

工事損失引当金 6,071 5,588 

役員賞与引当金 289 － 

独占禁止法関連損失引当金 1,820 1,820 

その他 170,734 140,433 

流動負債合計 871,553 708,137 

固定負債 

社債 60,000 110,000 

ノンリコース社債 23,235 22,602 

長期借入金 70,360 62,524 

ノンリコース借入金 45,207 70,221 

退職給付に係る負債 57,293 57,358 

その他 40,872 42,959 

固定負債合計 296,968 365,666 

負債合計 1,168,521 1,073,804 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(2020年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2020年９月30日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 74,365 74,365 

資本剰余金 43,116 43,116 

利益剰余金 510,873 533,921 

自己株式 △21,613 △21,614

株主資本合計 606,741 629,788 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 104,898 104,557 

繰延ヘッジ損益 △169 58 

土地再評価差額金 25,864 25,864 

為替換算調整勘定 △1,985 △3,067

退職給付に係る調整累計額 △4,870 △4,327

その他の包括利益累計額合計 123,737 123,085

非支配株主持分 5,932 5,910 

純資産合計 736,412 758,784 

負債純資産合計 1,904,934 1,832,588 
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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 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 
至 2020年９月30日) 

売上高 

完成工事高 725,907 610,904 

開発事業等売上高 108,943 72,371 

売上高合計 834,850 683,276 

売上原価 

完成工事原価 637,405 535,853 

開発事業等売上原価 93,065 60,340 

売上原価合計 730,471 596,194 

売上総利益 

完成工事総利益 88,501 75,050 

開発事業等総利益 15,878 12,031 

売上総利益合計 104,379 87,082 

販売費及び一般管理費 42,000 41,047 

営業利益 62,379 46,034 

営業外収益 

受取利息 529 583 

受取配当金 3,057 2,809 

その他 1,237 2,091 

営業外収益合計 4,824 5,483 

営業外費用 

支払利息 1,061 1,420 

その他 870 1,100 

営業外費用合計 1,931 2,521 

経常利益 65,272 48,997 

特別利益 

固定資産売却益 7,253 11,978 

特別利益合計 7,253 11,978 

特別損失 

固定資産売却損 105 11 

投資有価証券評価損 754 787 

感染症関連損失 － 4,027 

特別損失合計 859 4,826 

税金等調整前四半期純利益 71,666 56,149 

法人税等 24,251 17,739 

四半期純利益 47,415 38,409 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△279 77 

親会社株主に帰属する四半期純利益 47,694 38,331 
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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 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 
至 2020年９月30日) 

四半期純利益 47,415 38,409 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 △3,699 △377

繰延ヘッジ損益 △32 227

為替換算調整勘定 △556 △1,245

退職給付に係る調整額 407 533

持分法適用会社に対する持分相当額 32 99 

その他の包括利益合計 △3,848 △762

四半期包括利益 43,567 37,646

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 43,772 37,679 

非支配株主に係る四半期包括利益 △205 △32
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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 2019年４月１日 
至 2019年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2020年４月１日 
至 2020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 71,666 56,149 

減価償却費 6,461 7,790 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △132 △103

工事損失引当金の増減額（△は減少） △1,748 △483

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 209 627

固定資産売却損益（△は益） △60 △178

投資有価証券評価損益（△は益） 754 787

投資有価証券売却損益（△は益） △7,087 △11,788

受取利息及び受取配当金 △3,587 △3,392

支払利息 1,061 1,420

売上債権の増減額（△は増加） 111,966 134,767 

販売用不動産の増減額（△は増加） 18,915 440 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,287 1,455 

開発事業支出金の増減額（△は増加） 6,516 8,512 

ＰＦＩ事業等たな卸資産の増減額（△は増加） 5,299 △1,304

仕入債務の増減額（△は減少） △37,867 △57,437

未成工事受入金の増減額（△は減少） △9,274 △16,215

その他 10,525 △37,347

小計 167,331 83,699

利息及び配当金の受取額 4,227 3,813 

利息の支払額 △1,083 △1,290

法人税等の支払額 △31,038 △24,952

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,437 61,269

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △63,477 △46,090

有形固定資産の売却による収入 135 217 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,449 △735

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 14,806 14,573

その他 △1,876 △1,836

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,860 △33,870

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） 1,973 32,677 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － △80,000

長期借入れによる収入 2,600 － 

長期借入金の返済による支出 △9,788 △9,359

ノンリコース借入れによる収入 6,767 30,000

ノンリコース借入金の返済による支出 △4,854 △3,515

社債の発行による収入 20,000 50,000

社債の償還による支出 △10,000 － 

ノンリコース社債の発行による収入 15,200 － 

ノンリコース社債の償還による支出 △439 △2,132

自己株式の取得による支出 △15,547 △1

配当金の支払額 △18,075 △15,283

その他 △252 △232

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,417 2,152

現金及び現金同等物に係る換算差額 △927 △749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 74,231 28,801 

現金及び現金同等物の期首残高 229,978 352,722 

現金及び現金同等物の四半期末残高 304,209 381,524 
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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）

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。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算 

 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計算してお

ります。 

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不透明であり，今後，再度の大規模な社会

的制限の発令等の可能性も想定されますが，当社グループにおいては，感染拡大防止策を一層強

化・徹底したうえで，建設業における雇用の確保など，経済活動の維持のため今後も工事を継続

することを前提に，工事進行基準の見積り，固定資産の減損等の会計上の見積りを行っておりま

す。 

しかしながら，今後，新型コロナウイルス感染症の動向，国内外の設備投資動向など，様々な

要因により経営環境が大きく変化した場合には，当連結会計年度の当社グループの財政状態，経

営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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（セグメント情報）

前第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

当社建設 当社投資開発 
その他 
(注２)

合計 
調整額 
（注３）

四半期連結損益
計算書計上額 

売上高 

外部顧客への売上高 650,659 17,294 166,896 834,850 － 834,850 

セグメント間の内部

売上高又は振替高
26,283 7,557 98,121 131,962 △131,962 － 

計 676,943 24,851 265,018 966,813 △131,962 834,850 

セグメント利益（注１） 60,635 8,640 8,102 77,378 △14,999 62,379 

（注）１ セグメント利益は，四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。なお，報告セグメント

の利益には，引当金の繰入額及び取崩額を含んでおりません。

 ２ 「その他」の区分は，報告セグメントに含まれない事業セグメントであり，当社が営んでいるエンジニ

アリング事業，ＬＣＶ事業及び子会社が営んでいる各種事業を含んでおります。

 ３ セグメント利益の調整額△14,999百万円は，セグメント間取引消去等であります。 

当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

当社建設 当社投資開発 
その他 
(注２)

合計 
調整額 
（注３）

四半期連結損益
計算書計上額 

売上高 

外部顧客への売上高 548,180 19,766 115,329 683,276 － 683,276

セグメント間の内部

売上高又は振替高 19,813 67 77,902 97,782 △97,782 －

計 567,993 19,833 193,231 781,058 △97,782 683,276

セグメント利益（注１） 51,858 5,962 4,414 62,235 △16,200 46,034

（注）１ セグメント利益は，四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。なお，報告セグメント

の利益には，引当金の繰入額及び取崩額を含んでおりません。 

 ２ 「その他」の区分は，報告セグメントに含まれない事業セグメントであり，当社が営んでいるエンジニ

アリング事業，ＬＣＶ事業及び子会社が営んでいる各種事業を含んでおります。

 ３ セグメント利益の調整額△16,200百万円は，セグメント間取引消去等であります。

以 上 
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