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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） 

 

(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 4,724 △2.8 180 ― 230 710.1 111 ―
25年3月期第1四半期 4,859 25.2 △16 ― 28 ― 6 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 165百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △1百万円 （―％）

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 16.68 ―
25年3月期第1四半期 0.92 ―

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 14,349 7,923 53.6
25年3月期 14,949 7,825 51.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,690百万円 25年3月期  7,647百万円

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  
平成26年３月期の配当予想については未定であります。 

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 ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― ― ―

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、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   

売上高 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 ％ 円 銭

通期 21,000 5.9 500 △22.4 200 △59.9 29.99



(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Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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 

(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、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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、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、添付資料Ｐ．２「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。 

※  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 7,694,080 株 25年3月期 7,694,080 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,025,249 株 25年3月期 1,025,026 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 6,668,942 株 25年3月期1Q 6,670,034 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におけるわが国経済は、新興国市場の先行きに不透明感が漂うものの、金融・財政政

策による景気対策への期待感から円安効果や株価の上昇により、輸出企業をはじめとして企業業績は改善するな

ど、景気の回復に明るい兆しが見えてまいりました。  

 当社グループの主要な事業が属する建設業界におきましても、引き続き土木工事を中心とした公共投資や民間の

住宅建設投資は堅調に推移しております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、さらなる安心・安全で高品質な施工をめざすなかで、前

連結会計期間に引き続き大型物流倉庫や道路の橋脚及び通信関連設備などの基礎工事を手掛けることが出来まし

た。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は47億24百万円（前年同期比2.8％減）と前年並みとなりました

が、営業利益は原価低減もあわせて推し進めたことにより１億80百万円（前年同期は16百万円の損失）、経常利益

は２億30百万円（前年同期比710.1％増）、四半期純利益は１億11百万円（前年同期は6百万円の利益）となりまし

た。 

   

（２）財政状態に関する説明  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億円減少し、143億49百万円となりまし

た。これは主に大型工事に対する売上債権の回収によって受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるも

のであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ６億98百万円減少し、64億25百万円となりました。これは主に支払手形・

工事未払金等が減少したことによるものであります。また、純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ

98百万円増加し、79億23百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年度３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表いたしました連結業績予想に変更は

ありません。  

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四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。  

   

（３）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



３．四半期連結財務諸表 
（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   

現金預金 5,101,522 4,840,737

受取手形・完成工事未収入金等 6,067,409 5,367,917

未成工事支出金等 404,678 552,878

未収入金 844,984 1,026,665

その他 165,664 167,456

貸倒引当金 △37,620 △25,734

流動資産合計 12,546,640 11,929,920

固定資産   

有形固定資産 1,888,726 1,924,661

無形固定資産 124,440 120,639

投資その他の資産   

その他 476,430 468,283

貸倒引当金 △86,400 △94,215

投資その他の資産合計 390,029 374,067

固定資産合計 2,403,197 2,419,369

資産合計 14,949,837 14,349,290



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,044,777 3,493,756

短期借入金 256,500 121,000

1年内返済予定の長期借入金 208,445 207,462

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 92,038 77,182

未成工事受入金 41,671 106,577

引当金 72,969 75,802

その他 696,385 713,585

流動負債合計 5,432,787 4,815,367

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 641,073 589,436

退職給付引当金 582,965 562,869

役員退職慰労引当金 77,100 －

その他 360,469 427,960

固定負債合計 1,691,608 1,610,267

負債合計 7,124,396 6,425,634

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,330,219 2,330,219

利益剰余金 3,956,338 4,000,891

自己株式 △359,069 △359,151

株主資本合計 7,638,388 7,682,858

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,286 20,817

為替換算調整勘定 △9,353 △13,333

その他の包括利益累計額合計 8,933 7,483

少数株主持分 178,119 233,313

純資産合計 7,825,441 7,923,655

負債純資産合計 14,949,837 14,349,290



（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) 

売上高 4,859,014 4,724,983

売上原価 4,376,231 4,050,439

売上総利益 482,783 674,543

販売費及び一般管理費 499,600 494,094

営業利益又は営業損失（△） △16,816 180,448

営業外収益   

受取利息 1,397 560

受取配当金 2,659 2,727

仕入割引 2,276 6,761

受取賃貸料 1,307 991

保険返戻金 243 498

物品売却益 1,768 2,503

為替差益 37,962 37,626

その他 4,793 4,572

営業外収益合計 52,407 56,243

営業外費用   

支払利息 6,117 4,917

貸倒引当金繰入額 108 －

その他 885 1,073

営業外費用合計 7,111 5,990

経常利益 28,478 230,701

特別利益   

固定資産売却益 11,577 20,108

投資有価証券売却益 － 8,438

特別利益合計 11,577 28,547

特別損失   

固定資産処分損 2,261 1,539

特別損失合計 2,261 1,539

税金等調整前四半期純利益 37,795 257,709

法人税等 37,439 90,371

少数株主損益調整前四半期純利益 355 167,337

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,795 56,094

四半期純利益 6,151 111,243



（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利益 355 167,337

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,633 2,530

為替換算調整勘定 742 △3,980

その他の包括利益合計 △1,891 △1,449

四半期包括利益 △1,535 165,888

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,259 109,793

少数株主に係る四半期包括利益 △5,795 56,094



 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）



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）  

①受注高・受注残高 

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業につ

いては受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

  

②売上高 

  

  

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）  

①受注高・受注残高 

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業につ

いては受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

  

②売上高 

  

（報告セグメントの変更等に関する事項） 

 当社グループは、従来「建設事業」、「建設資材販売事業」及び「土木建築コンサルティング全般等事業」の報

告セグメントとしておりましたが、「建設資材販売事業」は「建設事業」における営業活動と一体となってきた状

況を踏まえ、前第２四半期連結会計期間より「建設事業」に「建設資材販売事業」を含めて管理を行うこととしま

した。  

 従いまして、前第２四半期連結会計期間より「建設事業」及び「土木建築コンサルティング全般等事業」の報告

セグメントに変更しております。 

 なお、当該変更に基づく前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントにより記載し

ております。 

  

４．補足情報

（１）受注高・売上高・受注残高内訳表

セグメントの名称  受注高（千円） 受注残高（千円） 

 建設事業 3,217,627 3,423,565

 土木建築コンサルティング全般等事業  －  －

合  計 3,217,627 3,423,565

セグメントの名称  金額（千円）  

 建設事業  4,851,284

 土木建築コンサルティング全般等事業  7,730

合  計  4,859,014

セグメントの名称  受注高（千円） 受注残高（千円） 

 建設事業 3,794,303 4,299,408

 土木建築コンサルティング全般等事業 － －

合  計 3,794,303 4,299,408

セグメントの名称  金額（千円）  

 建設事業  4,722,553

 土木建築コンサルティング全般等事業  2,429

合  計  4,724,983
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