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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） 

（注）平成24年３月期第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については
記載しておりません。 

(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 371 △36.9 △150 ― △153 ― △140 ―

25年3月期第1四半期 588 ― △185 ― △188 ― △156 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △134百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △160百万円 （―％）

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1四半期 △31.18 ―

25年3月期第1四半期 △34.90 ―

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 6,965 2,674 38.4
25年3月期 6,959 2,827 40.6

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,674百万円 25年3月期  2,827百万円

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 ― 4.00 4.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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  ：  無  
 

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) 2,500 △28.9 △125 ― △135 ― △130 ― △28.91

通期 8,100 △19.7 110 △40.4 90 △47.3 45 172.1 10.01



(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 
当四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの手続の対象外であり、当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
期連結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業績見通し等の将来に関する記述は、本資料発表日において入手可能な情報に基づき算定しており、その達成を当社として約束する
趣旨のものではありません。また、実際の業績等は今後様々な要因によて数値予想と異なる結果となる場合があります。 

※  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 4,507,575 株 25年3月期 4,507,575 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 9,875 株 25年3月期 9,488 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,495,949 株 25年3月期1Q 4,496,503 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、新政権が主導する金融緩和政策等への期待感から株高・円安が進

んだことを背景に景気回復の兆しが見え始めたものの、欧州や新興国経済に対する懸念や、不安定な為替相場、

将来の消費税増税など景気の先行きは不透明な状況が継続すると思われます。 

建設業界におきましては、公共投資の補正予算等により堅調に推移しており、民間建設投資も下げ止まりつつ

ある状況であります。一方、技能者の「高齢化」「労働需要の逼迫による労務費の上昇」「資材価格の上昇」と

いった懸念材料は常態化しており、経営環境は厳しい状況で推移しております。 

このような状況のもと、当社グループは中期経営計画「つねに発展し続ける未来型企業を目指す！」の初年度

として「ビジョンを実現できる未来型人財の育成」との年度方針のもと、「人財育成」をキーワードに、「施工

管理強化」「事故撲滅」「営業強化」「技術・技能の継承」「ＩＴ活用」を重点施策として進めております。ま

た、より高度化する顧客ニーズに迅速に対応できる人材を育成し、安定した利益をだせる体制作りに取り組んで

おります。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は21億93百万円（前年同四半期比10.5％減）、売上高につきま

しては、３億71百万円（前年同四半期比36.9％減）となりました。利益につきましては、完成工事総利益率の改

善に加え、販売費及び一般管理費の減少により、営業損失は１億50百万円（前年同四半期は営業損失１億85百万

円）、経常損失は１億53百万円（前年同四半期は経常損失１億88百万円）、四半期純損失は１億40百万円（前年

同四半期は四半期純損失１億56百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 （建設工事業） 

売上高は３億52百万円（前年同四半期比23.6％減）となり、セグメント損失は１億36百万円（前年同四半期は

セグメント損失１億60百万円）となりました。受注高につきましては、18億95百万円（前年同四半期比18.8％

減）となりました。    

 （設備工事業） 

売上高は18百万円（前年同四半期比85.3％減）となり、セグメント損失は14百万円（前年同四半期はセグメン

ト損失25百万円）となりました。受注高につきましては、２億98百万円（前年同四半期比156.0％増）となりまし

た。  

  

 なお、当社グループの売上高は、第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きいため、通期の売上高

に比べ、第１四半期会計期間の売上高が著しく低くなっております。   

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産）    

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は57億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ４百万円増加い

たしました。これは主に未成工事支出金が増加したことによるものであります。固定資産は、12億62百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ２百万円増加いたしました。  

  この結果、総資産は69億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ６百万円増加したしました。 

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は38億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億76百万円 

増加しました。これは主に未成工事受入金が増加したことによるものであります。固定負債は、４億66百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ１億17百万円減少いたしました。 

 この結果、負債合計は、42億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億59百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は26億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億52百万円減少

いたしました。これは主に利益剰余金の減少によるものであります。  

 この結果、自己資本比率は38.4％（前連結会計年度末は40.6％）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 

 平成25年５月15日に発表いたしました連結業績予想からの変更はございません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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   

現金及び預金 767,230 755,343

受取手形・完成工事未収入金 3,360,795 2,198,735

未成工事支出金 1,422,329 2,537,463

材料貯蔵品 15,490 13,550

その他 134,448 198,945

貸倒引当金 △1,580 △1,087

流動資産合計 5,698,714 5,702,951

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 176,437 172,059

土地 551,163 551,163

その他（純額） 12,399 12,222

有形固定資産合計 740,000 735,445

無形固定資産   

ソフトウエア 8,874 8,231

その他 22,524 22,031

無形固定資産合計 31,399 30,262

投資その他の資産   

投資有価証券 186,094 193,901

その他 375,200 375,601

貸倒引当金 △72,367 △72,367

投資その他の資産合計 488,927 497,135

固定資産合計 1,260,327 1,262,843

資産合計 6,959,041 6,965,794

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 1,288,963 974,008

短期借入金 608,340 432,350

1年内返済予定の長期借入金 569,196 543,049

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 96,631 33,928

未成工事受入金 707,381 1,610,327

賞与引当金 51,000 17,800

工事損失引当金 9,203 19,432

完成工事補償引当金 21,791 21,540

その他 95,941 72,916

流動負債合計 3,548,448 3,825,353

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 496,735 377,952

負ののれん 998 748

その他 65,800 67,412

固定負債合計 583,533 466,113

負債合計 4,131,982 4,291,466



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,697 885,697

資本剰余金 1,261,600 1,261,600

利益剰余金 669,743 511,571

自己株式 △3,336 △3,451

株主資本合計 2,813,703 2,655,417

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,354 18,910

その他の包括利益累計額合計 13,354 18,910

純資産合計 2,827,058 2,674,327

負債純資産合計 6,959,041 6,965,794



（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：千円）

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) 

完成工事高 588,737 371,390

完成工事原価 570,118 324,113

完成工事総利益 18,619 47,277

販売費及び一般管理費 204,286 197,373

営業損失（△） △185,667 △150,096

営業外収益   

受取利息 434 139

受取配当金 761 866

負ののれん償却額 249 249

その他 5,694 2,014

営業外収益合計 7,139 3,270

営業外費用   

支払利息 6,049 5,689

売上債権売却損 2,102 403

その他 1,795 885

営業外費用合計 9,947 6,977

経常損失（△） △188,475 △153,804

特別損失   

固定資産除却損 － 2,476

特別損失合計 － 2,476

税金等調整前四半期純損失（△） △188,475 △156,280

法人税、住民税及び事業税 1,081 1,616

法人税等調整額 △32,615 △17,711

法人税等合計 △31,534 △16,094

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △156,941 △140,186

四半期純損失（△） △156,941 △140,186



（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：千円）

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損失（△） △156,941 △140,186

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,749 5,555

その他の包括利益合計 △3,749 5,555

四半期包括利益 △160,691 △134,630

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △160,691 △134,630



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

   

（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）
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