
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 南海辰村建設株式会社 上場取引所 東 
コード番号 1850 URL http://www.nantatsu.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 猪崎 光一
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 北村  聡 TEL 06（6644）7805
四半期報告書提出予定日 平成25年8月8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 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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） 

 

(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1四半期 9,378 24.5 294 47.9 263 39.0 237 39.5
25年3月期第1四半期 7,533 2.0 199 △51.3 189 △49.9 170 △54.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 236百万円 （48.8％） 25年3月期第1四半期 158百万円 （△57.5％）

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 0.82 ―
25年3月期第1四半期 0.59 ―

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 32,529 5,796 17.8
25年3月期 34,186 5,560 16.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,796百万円 25年3月期  5,560百万円

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

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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) 19,900 21.9 320 △26.4 260 △33.9 210 △39.3 0.73
通期 39,500 7.8 670 △12.1 560 △15.4 450 5.7 1.56



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続は実施中です。 

※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、２ページ
「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

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1Q 288,357,304 株 25年3月期 288,357,304 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 57,782 株 25年3月期 57,782 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 288,299,522 株 25年3月期1Q 288,299,522 株
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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、政府・日銀の財政金融政策を背景とした円安・株高
の進行により、製造業を中心に企業収益の改善が見られたものの、海外経済の減速懸念等もあり、景気の
持続的回復にはなお予断を許さない状況のまま推移いたしました。 
 この間、建設業界におきましては、補正予算による押し上げ効果により、公共投資に底堅い動きが見ら
れた一方で、労務単価の上昇や建設資材価格の高止まりの影響により、依然として厳しい経営環境が続い
ております。 
 このような状況の下、当社グループでは平成24年度を初年度とする「３カ年経営計画」の基本方針にも
とづき、「目標受注工事高の確保」および「目標利益の達成」に向けて取り組んでまいりました。   
 これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は前年同四半期に比べ24.5％増の93億78百万
円、営業利益は前年同四半期に比べ47.9％増の２億94百万円、経常利益は前年同四半期に比べ39.0％増の
２億63百万円、四半期純利益は前年同四半期に比べ39.5％増の２億37百万円となりました。 
 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
 なお、セグメント利益は四半期連結損益計算書における営業利益と対応しております。 
（建設事業） 
 厳しい受注環境の中、売上高は前年同四半期に比べ17.5％増の87億25百万円となり、セグメント利益は
前年同四半期に比べ24.5％減の１億56百万円となりました。 
（不動産事業） 
 販売用不動産を売却したこと等により、売上高は前年同四半期に比べ520.6％増の６億52百万円、セグ
メント利益は前年同四半期に比べ4,824.0％増の１億48百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の資産合計は、現金預金及び受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと
等により、前連結会計年度に比べ16億56百万円減の325億29百万円となりました。 
負債合計は、支払手形・工事未払金等及び借入金が減少したこと等により、前連結会計年度に比べ18億

92百万円減の267億33百万円となりました。 
純資産合計は、四半期純利益２億37百万円を計上したこと等により、前連結会計年度に比べ２億36百万

円増の57億96百万円となりました。 

  

第１四半期業績および今後の見通しを勘案し、平成26年3月期第2四半期（累計）連結業績予想を修正し
ました。 
なお、連結業績予想の修正につきましては、本日（平成25年７月30日）公表の「業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  

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。 

  

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

（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 4,237 3,133

受取手形・完成工事未収入金等 17,148 16,260

販売用不動産 421 190

未成工事支出金 129 528

不動産事業支出金 48 48

材料貯蔵品 71 69

繰延税金資産 37 30

その他 642 767

貸倒引当金 △45 △54

流動資産合計 22,691 20,975

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,830 2,805

土地 7,397 7,397

その他（純額） 108 99

有形固定資産合計 10,336 10,302

無形固定資産 105 103

投資その他の資産

破産更生債権等 2,391 2,387

繰延税金資産 132 140

その他 617 704

貸倒引当金 △2,088 △2,083

投資その他の資産合計 1,053 1,148

固定資産合計 11,495 11,554

資産合計 34,186 32,529
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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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 13,881 12,721

短期借入金 8,518 8,107

未成工事受入金 774 767

完成工事補償引当金 35 24

工事損失引当金 162 132

賞与引当金 101 50

その他 709 753

流動負債合計 24,183 22,556

固定負債

長期借入金 2,958 2,725

退職給付引当金 1,299 1,272

役員退職慰労引当金 3 3

その他 181 176

固定負債合計 4,442 4,176

負債合計 28,626 26,733

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 1,703 1,703

利益剰余金 1,850 2,087

自己株式 △2 △2

株主資本合計 5,550 5,788

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9 8

その他の包括利益累計額合計 9 8

純資産合計 5,560 5,796

負債純資産合計 34,186 32,529
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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 7,533 9,378

売上原価 6,951 8,597

売上総利益 581 780

販売費及び一般管理費 382 485

営業利益 199 294

営業外収益

受取利息 18 1

受取配当金 3 3

その他 6 6

営業外収益合計 28 10

営業外費用

支払利息 34 32

その他 3 9

営業外費用合計 37 42

経常利益 189 263

税金等調整前四半期純利益 189 263

法人税、住民税及び事業税 20 26

法人税等調整額 △1 △0

法人税等合計 19 25

少数株主損益調整前四半期純利益 170 237

四半期純利益 170 237
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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 170 237

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 △1

その他の包括利益合計 △11 △1

四半期包括利益 158 236

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 158 236

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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 

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) 

 
  

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） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

（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）

（セグメント情報）

(単位：百万円)

報告セグメント

建設事業 不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,428 105 7,533

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2 3 5

計 7,430 108 7,538

セグメント利益 207 3 210

(単位：百万円)

報告セグメント

建設事業 不動産事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,725 652 9,378

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2 3 5

計 8,728 655 9,383

セグメント利益 156 148 305

利益
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)

報告セグメント計 210 305

全社費用（注） △10 △10

 四半期連結損益計算書の営業利益 199 294
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（1）部門別売上高明細表 

 
(注) １ 当社グループでは建設事業以外は受注生産を行っておりません。 

２ 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。 

  

 以 上

  

４．補足情報

  生産、受注及び販売の状況

区分

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)

比較増減（△）

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
増減率
(％)

建
設
事
業

建  築 5,529 73.4 7,093 75.6 1,564 28.3

土  木 1,544 20.5 1,476 15.7 △67 △4.4

電  気 354 4.7 155 1.7 △198 △56.0

計 7,428 98.6 8,725 93.0 1,297 17.5

不動産事業 105 1.4 652 7.0 547 520.6

合  計 7,533 100 9,378 100 1,844 24.5

  （2）受注状況

区分

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)

比較増減（△）

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
増減率
(％)

受 
注 
工 
事 
高

建   築 6,351 58.5 6,759 67.2 408 6.4

土   木 4,087 37.7 2,972 29.6 △1,115 △27.3

電   気 415 3.8 320 3.2 △94 △22.8

合  計 10,854 100 10,052 100 △801 △7.4

繰 
越 
工 
事 
高

建   築 21,357 72.4 23,278 77.1 1,920 9.0

土   木 7,809 26.5 6,648 22.0 △1,161 △14.9

電   気 331 1.1 274 0.9 △56 △17.0

合  計 29,498 100 30,201 100 702 2.4
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