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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第67期
第１四半期
連結累計期間

第68期
第１四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 6,258 6,283 65,945

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △2,467 △2,665 3,326

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) △1,758 △1,810 1,419

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △1,814 △2,090 1,689

純資産額 (百万円) 41,054 40,960 43,505

総資産額 (百万円) 64,350 65,241 79,371

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) △22.14 △23.99 18.39

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.4 62.4 54.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,376 15,222 △1,195

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 477 △326 1

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △8,750 △12,421 1,950

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 8,246 8,365 5,922

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため「─」で表示

しております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

 

(海外建設コンサルタント事業)

　インドにおいてコンサルティング業務を行っているNIPPON KOEI INDIA PVT. LTD.を当第１四半期連結会

計期間より連結子会社にしております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの異常な変動また

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもの

であります。　

(1)経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年6月30日まで）におけるわが国経済は、個人

消費および企業の設備投資が堅調に推移し、また東日本大震災からの復興需要による公共投資は順調で

あり、円高や欧州の財政危機が懸念されるものの、緩やかな回復が見込まれる状況となりました。

　日本工営グループを取り巻く経営環境は、国内においては大震災の復興への取組みに関する施策が実施

され、公共事業は引き続き順調に増加しました。海外についても、発展途上国における都市化に伴うイン

フラ整備事業の需要が増し、堅調に推移しました。一方、電力関連では各電力会社におけるほとんどの原

子力発電所が稼働停止となり業績を悪化させており、新規の設備投資や修繕費の支出等の削減を受けて、

引き続き厳しい状況となっています。

このような状況の下で、当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、受注高は、前年同四半期と

比較して2,625百万円増加の19,801百万円、売上高は、前年同四半期と比較して24百万円増加の6,283百万

円、営業損失は、前年同四半期と比較して40百万円減少の△2,643百万円、経常損失は、前年同四半期と比

較して198百万円増加の△2,665百万円、四半期純損失は、前年同四半期と比較して51百万円増加の△

1,810百万円となりました。

　また、第１四半期連結累計期間の売上高6,283百万円は、通期予想売上高68,400百万円に対して9.2％の

達成率となりました。これは当社の主要な顧客である官公庁および電力会社等へのコンサルタントサー

ビスや製品の納期が年度末（３月）に集中しているため、売上高の計上が年度末に集中する季節的な変

動特性によるものです。なお、前年および前々年同四半期連結累計期間の売上高の通期売上高に対する達

成率はそれぞれ9.5％と10.6％でした。

　さらに、販売費及び一般管理費などの費用は年間を通じほぼ均等に発生するため、第１四半期連結累計

期間の営業利益、経常利益、および純利益ともに損失計上となりました。

　
（セグメント別の状況）

　

［国内建設コンサルタント事業］ 

受注高は、前年同四半期と比較して962百万円増加の11,161百万円となりました。売上高は、前年同四半

期と比較して805百万円減少の1,364百万円、経常損失は、前年同四半期と比較して237百万円増加の△

2,354百万円となりました。
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［海外建設コンサルタント事業］

受注高は、前年同四半期と比較して2,284百万円増加の6,322百万円となりました。売上高は、前年同四

半期と比較して181百万円増加の1,982百万円、経常損失は、前年同四半期と比較して29百万円増加の△

414百万円となりました。

　

［電力事業］

受注高は、前年同四半期と比較して624百万円減少の2,309百万円となりました。売上高は、前年同四半

期と比較して741百万円増加の2,622百万円、経常損失は、前年同四半期と比較して244百万円減少の△23

百万円となりました。

　

［不動産賃貸事業］

不動産賃貸事業の売上高は、前年同四半期と比較して36百万円減少の280百万円となりました。経常利

益は、前年同四半期と比較して5百万円増加の219百万円となりました。

　

(2)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は65,241百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て14,129百万円の減少となりました。

　資産の部では、流動資産は30,660百万円となり、前連結会計年度末と比較して14,426百万円の減少とな

りました。これは売上債権の回収による受取手形及び売掛金の22,679百万円の減少、現金及び預金の

2,167百万円の増加、仕掛品の4,389百万円の増加等が主な要因です。

　固定資産は34,581百万円となり、前連結会計年度末と比較して296百万円の増加となりました。これは、

投資有価証券の203百万円の増加等が主な要因です。

　負債の部では、流動負債は18,610百万円となり、前連結会計年度末と比較して11,542百万円の減少とな

りました。これは、支払手形及び買掛金の3,705百万円の減少、短期借入金の返済による11,900百万円の減

少、前受金の4,138百万円の増加等が主な要因です。

　固定負債は、5,671百万円となり、前連結会計年度末とほぼ同額となりました。

　純資産の部は、40,960百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,545百万円の減少となりました。こ

れは、売上高の計上が年度末に集中する季節的な変動特性による当第１四半期連結累計期間の四半期純

損失1,810百万円、配当金の支払い566百万円、その他有価証券評価差額金の239百万円の減少等が主な要

因です。

　以上の結果、自己資本比率は62.4％となり前連結会計年度末と比較して7.9ポイント向上しました。

　
(3)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、

税金等調整前四半期純損失は2,665百万円のマイナスでしたが、売上債権の回収22,777百万円等により

15,222百万円の収入となりました。これは前年同期比3,846百万円の収入増となります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により326百万円の支出となりました。こ

れは前年同期比804百万円の支出増となります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により12,421百万円の支出となりました。

これは前年同期比3,670百万円の支出増となります。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末残高は、NIPPON KOEI INDIA PVT. LTD.

の新規連結に伴う増加額と併せ、前連結会計年度末に比べ2,442百万円増加の8,365百万円となりました。

　
(4)研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は90百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ
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ん。

　
(5)事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)

を次のとおり定めております。

　

　 1) 基本方針の内容

　

当社は、建設コンサルタント業務をはじめ公共・公益事業に関する業務内容を主に事業展開し

ており極めて公共性の高い社会的使命の大きい企業であると自負しており、専門性が高く幅広い

ノウハウと豊富な経験や実績に裏打ちされたブランド力を有しています。そして、その経営にあ

たってはこれらの理解と国内外の顧客・従業員および取引先等の利害関係者との間に培われた

深い信頼関係が不可欠となり、これらなくしては企業価値の向上と株主共同の利益に資すること

はできないと考えます。

また、当社株券等の大規模な買付行為（以下「大規模買付行為」という。）に際しては、大規模買

付行為をなす者（以下「大規模買付者」という。）から事前に、株主の皆様の判断のために必要

かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきであると考えます。

 

　

2）当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り

組み

当社は、上記1)の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以下の施策を実施しておりま

す。

　

①中長期的に目標とする当社グループの姿  

当社が中長期的に目標とする当社グループの姿と当社グループの中期経営計画における具

体的な取組みは、上記の「(1)会社の経営の基本方針」において記載したとおりです。

　

②コーポレート・ガバナンス体制の強化

当社および当社グループの企業価値を一層高めるため、経営機構における監督機能を強化す

るとともに、透明性の確保、迅速な業務執行体制の確立を図り、コーポレート・ガバナンスの充

実に努めることを基本方針としています。また、コンプライアンス経営およびリスク管理の徹

底を重点施策とし、内部統制システムの実効性を高めます。なお、当社は監査役制度を採用して

おり、取締役会および監査役会により、それぞれ業務執行の監督および監査を行っております。
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3) 不適切な者による支配の防止のための取組み

当社は、上記1)の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みとして、「当社株式の大規模買付行為に対する対応方

針」（以下「買収防衛策」という。）を設定しております。買収防衛策の概要は、特定株主グルー

プの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為、または結果と

して特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の大規模買付行為を行おうと

する大規模買付者は、a.事前に当社取締役会に意向表明書の提出を含む必要かつ十分な情報を提

供し、b.当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、という

ものです。

　また、当社は、平成18年５月に導入し、平成19年６月に継続を決定した後、平成20年６月27日開催

の当社第63回定時株主総会において株主の承認を得て一部改訂の上継続していた買収防衛策を、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための方策としてより適切かつ合理

的なものとするため、平成23年６月29日開催の当社第66回定時株主総会における株主の承認を得

て、一部改訂の上継続しております。

　買収防衛策の詳細につきましては、平成23年５月10日付で公表するとともに、インターネット上

の当社ウェブサイト（http://www.n-koei.co.jp/ir/baishu-boei.html）に全文を掲載していま

す。
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4) 上記2)及び3)の取組みについての取締役会の判断

上記2)の取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために実施している

ものであるため、上記1)の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものでなく、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えます。

　上記3)の取組み（買収防衛策）は、a.経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める３原

則を充足し、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近

時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっていること、b.

株主をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断を可能ならしめ、かつ当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するためのものであること、c.大規模

買付ルールの内容並びに対抗措置の内容および要件は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の確保および向上という目的に照らして合理的であること、d.大規模買付ルールの内容並びに対

抗措置の内容および要件は、いずれも具体的かつ明確であり、株主、投資家および大規模買付者に

とって十分な予見可能性を与えていること、e.株主総会における株主の承認を条件に発効するも

のとされており、また、取締役会は、所定の場合には、株主意思確認総会を招集し、対抗措置の発動

の是非について株主の意思を確認することができるものとされていること、さらに、買収防衛策

の継続、廃止又は変更の是非の判断には、株主総会決議を通じて株主の意思が反映されること、f.

対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な要件が定められており、また、当社経営陣から独

立した特別委員会を設置し、対抗措置の発動の前提として特別委員会に対し対抗措置の発動の是

非について諮問したうえ、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限に尊重して、対抗措置を講

じるか否かを判断することとしており、当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するための

十分な仕組みが確保されていること、g.特別委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家等の助

言を受けることができるものとされており、特別委員会による判断の公正さ・客観性がより強く

担保される仕組みとなっていること、h.当社株主総会の決議によって廃止することができるほ

か、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議によっても廃止することが

できるとされており、デッドハンド型買収防衛策ではなく、また、当社取締役の任期は１年である

ことから、スローハンド型買収防衛策でもないことから、上記1)に述べた基本方針に沿うもので

あり、株主共同の利益を損なうものでなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでも

ないと考えます。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 189,580,000

計 189,580,000

　

　

② 【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末
現在発行数
(株)

(平成24年６月30日)

提出日現在発行数
(株)

(平成24年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 86,656,510 86,656,510
東京証券取引所
市場第１部

単元株式数は1,000株で
あります。

計 86,656,510 86,656,510 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年６月30日 ― 86,656,510 ― 7,393 ― 6,092

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)
普通株式 11,170,000

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 74,023,000 74,023 ―

単元未満株式 普通株式　1,463,510 ― ―

発行済株式総数 86,656,510 ― ―

総株主の議決権数 ― 74,023 ―

(注) １　上記「完全議決権株式（その他）」および「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が

それぞれ1,000株（議決権の数１個）および812株含まれております。

２　上記「単元未満株式」には、当社所有の自己保有株式244株を含めて記載しております。

３  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本工営㈱

東京都千代田区麹町
５丁目４番地

11,170,000- 11,170,00012.9

計 ― 11,170,000- 11,170,00012.9

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成し

ております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,917 8,085

受取手形及び売掛金 30,084 7,404

有価証券 4 294

商品及び製品 42 42

仕掛品 6,379 10,768

原材料及び貯蔵品 148 151

その他 2,550 3,943

貸倒引当金 △41 △30

流動資産合計 45,087 30,660

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,360 8,260

土地 13,962 13,962

その他（純額） 1,008 1,138

有形固定資産合計 23,331 23,361

無形固定資産

のれん 927 850

その他 430 439

無形固定資産合計 1,358 1,290

投資その他の資産

投資有価証券 7,745 7,948

その他 2,031 2,163

貸倒引当金 △181 △181

投資その他の資産合計 9,594 9,929

固定資産合計 34,284 34,581

資産合計 79,371 65,241

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,851 2,146

短期借入金 12,000 100

1年内返済予定の長期借入金 118 118

未払法人税等 1,034 137

前受金 5,530 9,668

賞与引当金 1,666 851

役員賞与引当金 67 －

工事損失引当金 90 115

災害損失引当金 12 12

事業構造改善引当金 31 29

その他 3,750 5,430

流動負債合計 30,152 18,610
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

長期借入金 79 49

退職給付引当金 3,379 3,441

役員退職慰労引当金 92 71

環境対策引当金 57 57

資産除去債務 51 49

負ののれん 14 10

その他 2,039 1,991

固定負債合計 5,713 5,671

負債合計 35,866 24,281

純資産の部

株主資本

資本金 7,393 7,393

資本剰余金 6,131 6,131

利益剰余金 33,629 31,367

自己株式 △3,387 △3,387

株主資本合計 43,767 41,505

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △517 △756

繰延ヘッジ損益 △0 39

為替換算調整勘定 △0 △60

その他の包括利益累計額合計 △519 △777

少数株主持分 256 231

純資産合計 43,505 40,960

負債純資産合計 79,371 65,241
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(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 6,258 6,283

売上原価 5,397 5,315

売上総利益 860 967

販売費及び一般管理費 3,544 3,610

営業損失（△） △2,684 △2,643

営業外収益

受取利息 21 2

受取配当金 103 83

投資有価証券償還益 161 －

その他 43 17

営業外収益合計 329 103

営業外費用

支払利息 8 8

為替差損 74 115

その他 29 2

営業外費用合計 112 126

経常損失（△） △2,467 △2,665

特別損失

投資有価証券売却損 243 －

特別損失合計 243 －

税金等調整前四半期純損失（△） △2,710 △2,665

法人税、住民税及び事業税 88 125

法人税等調整額 △1,027 △962

法人税等合計 △938 △836

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,772 △1,828

少数株主損失（△） △13 △17

四半期純損失（△） △1,758 △1,810

少数株主損失（△） △13 △17

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,772 △1,828

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42 △239

繰延ヘッジ損益 0 40

為替換算調整勘定 △0 △61

その他の包括利益合計 △42 △261

四半期包括利益 △1,814 △2,090

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,800 △2,069

少数株主に係る四半期包括利益 △14 △20
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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１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第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)

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損失（△） △2,710 △2,665

減価償却費 230 215

のれん償却額 74 73

投資有価証券売却損益（△は益） 217 －

投資有価証券償還損益（△は益） △161 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △825 △814

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － △1

受取利息及び受取配当金 △125 △86

支払利息 8 8

為替差損益（△は益） 12 50

売上債権の増減額（△は増加） 18,206 22,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,079 △4,391

仕入債務の増減額（△は減少） △2,951 △3,713

前受金の増減額（△は減少） 3,069 4,111

未払消費税等の増減額（△は減少） △323 △227

その他 1,091 896

小計 11,737 16,231

利息及び配当金の受取額 100 42

利息の支払額 △10 △10

法人税等の支払額 △450 △1,041

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,376 15,222

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 △101 △279

無形固定資産の取得による支出 △19 △36

投資有価証券の取得による支出 △308 △0

投資有価証券の売却及び償還による収入 897 －

その他 9 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 477 △326

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） △8,000 △11,900

長期借入金の返済による支出 △29 △29

リース債務の返済による支出 △14 △11

自己株式の取得による支出 △30 △0

配当金の支払額 △672 △476

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,750 △12,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,090 2,405

現金及び現金同等物の期首残高 5,156 5,922

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － ※2
 37

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 8,246

※1
 8,365
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【継続企業の前提に関する事項】

　当第１四半期連結会計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

　
当第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)

(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、当第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

益への影響は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第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)

原価差異の繰延処理 操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期末

日までにほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債(その他)として繰り延べ

ております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　１　偶発債務

従業員の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

従業員 132百万円 127百万円

　

　

(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)

　１　売上高の季節的変動

前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）及び当第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）

　当社グループの売上高は、通常の営業形態として完成時期が連結会計年度末に集中するため、季節変動

が生じております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日 
  至　平成23年６月30日)

当第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)

※１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成23年６月30日現在）

現金及び預金　　　　　　　　　　7,951百万円

償還期間が３か月以内の

　　　投資信託（有価証券）        294

現金及び現金同等物　　　　　　　8,246

　
 

※１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間

末残高と当第１四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係（平成24年６月30日現在）

現金及び預金　　　　　　　　　　 8,085百万円
預入期間が３か月を
　　　超える定期預金　　　　　　　△14

償還期間が３か月以内の

　　　投資信託（有価証券）　　　　 294

現金及び現金同等物　　　　　　　 8,365

　

※２　新たに連結した子会社の資産及び負債の主な内訳

平成24年4月1日をみなし取得日としNIPPON KOEI

INDIA Pvt. Ltd.を連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債は次のとおりであります。

　流動資産　　　　　　　　　　　　　　232百万円

　固定資産　　　　　　　　　　　　　  　5

　流動負債　　　　　　　　　　　　　　 99

　固定負債　　　　　　　　　　　　　　  0

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月20日
臨時取締役会

普通株式 利益剰余金 794 10.0平成23年３月31日 平成23年６月30日

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第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)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年５月18日
臨時取締役会

普通株式 利益剰余金 566 7.5平成24年３月31日 平成24年６月29日

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．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)

　

報告セグメント

その他
（注）

合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

国内建設
コンサル
タント事業

海外建設
コンサル
タント事業

電力事業
不動産
賃貸事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への
  売上高

2,1691,8011,880 317 6,168 90 6,258─ 6,258

  セグメント間の
  内部売上高又は
　振替高

76 ― 35 32 144 0 145△145 ─

計 2,2461,8011,915 349 6,312 91 6,403△145 6,258

セグメント利益
又は損失（△）

△2,116△384 △268 213△2,556 86 △2,470 2 △2,467

（注）「その他」の区分は収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のものでありま

す。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △2,556

「その他」の区分の利益又は損失（△） 86

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益又は経
常損失（△）

△2,467
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Ⅱ  当第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)

１．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)

　

報告セグメント

その他
（注）

合計 調整額

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額

国内建設
コンサル
タント事業

海外建設
コンサル
タント事業

電力事業
不動産
賃貸事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への
  売上高

1,3641,9822,622 280 6,250 32 6,283― 6,283

  セグメント間の
  内部売上高又は
　振替高

62 0 35 31 129 0 129△129 ―

計 1,4261,9832,657 311 6,379 33 6,412△129 6,283

セグメント利益
又は損失（△）

△2,354△414 △23 219△2,573△101△2,674 9 △2,665

（注）「その他」の区分は収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位のものでありま

す。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △2,573

「その他」の区分の利益又は損失（△） △101

セグメント間取引消去 9

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益又は経
常損失（△）

△2,665
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第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)

１株当たり四半期純損失金額（△） △22円14銭 △23円99銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額（△）(百万円) △1,758 △1,810

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額（△）(百万円) △1,758 △1,810

普通株式の期中平均株式数(株) 79,449,545 75,485,609

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【その他】

　

平成24年５月18日開催の取締役会において、平成24年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次

のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

　
①　配当金の総額                               　 566百万円

②　１株当たりの金額       　                       7円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成24年６月29日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月７日

日本工営株式会社

　　取締役会  御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    大    中    康    行    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    福　　田    充　　男    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本
工営株式株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益
計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本工営株式会社及び連結子会社の平成24年
６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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