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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 10,099 ― △309 ― △332 ― △185 ―
25年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △8.56 ―
25年3月期第1四半期 ― ―

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1四半期 46,991 11,062 23.5 509.59
25年3月期 54,855 11,488 20.9 529.18
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  11,062百万円 25年3月期  11,488百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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  
通期で予想を行っているため第２四半期累計期間の予想数値は記載しておりません。 

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 62,300 0.5 580 65.1 490 46.6 200 ― 9.21



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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 21,720,000 株 25年3月期 21,720,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 10,684 株 25年3月期 10,606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 21,709,385 株 25年3月期1Q 21,709,510 株

※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せん。 

※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。 
 当社は、前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年６月１日を効力発生日として連結子会社（株式会社ケンキ
ー）の吸収合併により、連結対象会社が存在しなくなったため、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間のわが国経済は、金融緩和などの経済政策への期待感から、円安傾向、株価上昇などの動

きにより、国内景気は持ち直しの兆しが見受けられたものの、海外景気の下振れが、引き続き景気を下押しするリ

スクとなっており、先行きが不透明のまま推移いたしました。

当社の主要事業であります建設業界におきましては、公共投資の増加が見込まれ、民間設備投資につきましては

下げ止まりつつあるものの、労働需給の逼迫による労務費の増加や資材価格の上昇など懸念材料が多く、厳しい経

営環境が続いております。

このような状況のもと、当社は、受注拡大と受注利益の確保を目指し、利益重視による選別受注の徹底を図り、

ターゲットを絞った顧客、優位性のあるエリアの顧客、継続的取引のある顧客などへの提案営業の強化に注力する

とともに、収益力の強化として、コスト削減、経費節減に取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期累計期間の受注工事高につきましては、116億４千４百万円となりました。業績につき

ましては、売上高が100億９千９百万円となりました。利益につきましては、営業損失として３億９百万円、経常

損失として３億３千２百万円、四半期純損失として１億８千５百万円となりました。

なお、当社は、前第１四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年６月１日

を効力発生日とした連結子会社（株式会社ケンキー）の吸収合併により、連結対象子会社が存在しなくなったた

め、当第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年四半期との比較は行っ

ておりません。

また、当社の売上高は、主たる事業である建築事業および土木事業において、工事の完成引渡が第４四半期会計

期間に集中しているため、第１四半期会計期間から第３四半期会計期間における売上高に比べ、第４四半期会計期

間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動がございます。

（２）財政状態に関する説明

①資産

当第１四半期会計期間末における資産の残高は469億９千１百万円となり、前事業年度末に比べ78億６千３百万

円の減少となりました。主な原因といたしましては、受取手形および完成工事未収入金が減少したことによるもの

であります。

②負債

負債の残高は359億２千８百万円となり、前事業年度末に比べ74億３千８百万円の減少となりました。主な原因

といたしましては、工事未払金および短期借入金が減少したことによるものであります。

③純資産

純資産の残高は110億６千２百万円となり、前事業年度末に比べ４億２千５百万円の減少となりました。主な原

因といたしましては、当第１四半期純損失により利益剰余金が減少したほか、その他有価証券評価差額金が減少し

たことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期通期の業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました予想からの変更はござい

ません。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,802,805 6,376,090

受取手形 2,113,189 290,643

電子記録債権 119,250 22,434

完成工事未収入金 18,010,861 11,105,992

販売用不動産 137,616 137,616

未成工事支出金 525,323 908,770

不動産事業支出金 5,243,323 5,187,353

繰延税金資産 622,699 631,672

その他 700,083 813,324

貸倒引当金 － △99,594

流動資産合計 33,275,152 25,374,305

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,006,380 6,005,610

構築物（純額） 276,454 277,033

機械及び装置（純額） 74,523 72,253

車両運搬具（純額） － 891

工具器具・備品（純額） 83,130 113,195

土地 11,017,839 11,227,714

リース資産（純額） 37,148 33,545

有形固定資産合計 17,495,477 17,730,243

無形固定資産

電話加入権 17,269 18,182

ソフトウエア 46,608 43,754

無形固定資産合計 63,877 61,937

投資その他の資産

投資有価証券 3,622,541 3,460,606

関係会社株式 50,000 －

その他 348,499 364,666

投資その他の資産合計 4,021,040 3,825,273

固定資産合計 21,580,395 21,617,454

資産合計 54,855,548 46,991,759
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,724,096 3,146,283

工事未払金 17,096,641 12,289,559

短期借入金 12,814,000 9,912,000

未払法人税等 39,073 21,137

未払消費税等 79,790 35,855

未成工事受入金 1,680,024 2,010,918

完成工事補償引当金 155,852 169,506

工事損失引当金 275,702 219,658

その他 1,254,171 1,313,356

流動負債合計 36,119,353 29,118,278

固定負債

長期借入金 1,999,000 1,663,000

退職給付引当金 2,945,272 3,045,822

再評価に係る繰延税金負債 727,237 727,237

繰延税金負債 858,031 660,555

その他 718,471 713,932

固定負債合計 7,248,013 6,810,548

負債合計 43,367,367 35,928,827

純資産の部

株主資本

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 7,786,238 7,491,941

自己株式 △2,676 △2,691

株主資本合計 10,431,408 10,137,097

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 387,819 256,882

土地再評価差額金 668,952 668,952

評価・換算差額等合計 1,056,771 925,834

純資産合計 11,488,180 11,062,931

負債純資産合計 54,855,548 46,991,759
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高

完成工事高 9,789,983

兼業事業売上高 309,835

売上高合計 10,099,819

売上原価

完成工事原価 9,390,545

兼業事業売上原価 114,658

売上原価合計 9,505,204

売上総利益

完成工事総利益 399,438

兼業事業総利益 195,176

売上総利益合計 594,614

販売費及び一般管理費 904,116

営業損失（△） △309,501

営業外収益

受取利息 658

受取配当金 1,977

雑収入 4,562

営業外収益合計 7,198

営業外費用

支払利息 30,069

営業外費用合計 30,069

経常損失（△） △332,373

特別利益

投資有価証券売却益 30,230

その他 8,774

特別利益合計 39,005

特別損失

債権放棄損 80,000

特別損失合計 80,000

税引前四半期純損失（△） △373,367

法人税、住民税及び事業税 13,900

法人税等調整額 △201,517

法人税等合計 △187,617

四半期純損失（△） △185,750
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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。

受注実績

売上実績

手持工事高

（注）１．当社では、建築事業・土木事業以外は受注生産を行っておりません。

２．当社では、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。

３．上記の金額には、消費税は含んでおりません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

区分

前第１四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

対前年同
四半期比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築事業 5,517 66.6 9,484 81.5 71.9

土木事業 2,764 33.4 2,159 18.5 △21.9

合計 8,281 100.0 11,644 100.0 40.6

区分

前第１四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

対前年同
四半期比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築事業 10,314 81.9 6,414 63.5 △37.8

土木事業 2,016 16.0 3,375 33.4 67.4

不動産事業 269 2.1 309 3.1 15.0

合計 12,600 100.0 10,099 100.0 △19.8

区分

前第１四半期累計期間
（平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（平成25年６月30日）

対前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築事業 26,267 76.2 21,948 71.0 △16.4

土木事業 8,185 23.8 8,952 29.0 9.4

合計 34,453 100.0 30,901 100.0 △10.3
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