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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

   当社は定款において、期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は

未定であります。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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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）

（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 8,191 19.1 27 ― 36 ― 16 ―

25年３月期第１四半期 6,875 8.5 △108 ― △236 ― △236 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 △71百万円( ― ％) 25年３月期第１四半期 △330百万円( ― ％)

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 0 82 ― ―

25年３月期第１四半期 △11 47 ― ―

（２）連結財政状態

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 27,551 5,514 16.3

25年３月期 29,372 5,588 15.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 4,497百万円 25年３月期 4,561百万円

２．配当の状況

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 16,000 1.8 △50 ― △170 ― △250 ― △12 14

通期 42,000 2.9 600 56.3 400 8.4 300 93.3 14 56



 

  

 

 

 
  

  

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レビュー手続は終了しております。 

  

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２ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ― 社、除外  ― 社

（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

 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
 

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 22,072,850株 25年３月期 22,072,850株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,475,572株 25年３月期 1,474,653株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 20,597,553株 25年３月期１Ｑ 20,600,340株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景とし

た円安・株高傾向から景況感を押し上げ、企業業績や消費動向も徐々に回復基調となってきました。一

方で、為替や株価の大きな変動や中国経済の成長が鈍化傾向にあり、欧州経済も依然として回復の兆候

が見えないなど、国内景気の回復へ向けた不安要因も出ております。 

建設業界におきましては、民間の設備投資については回復の動きが弱いものの持ち直しが期待されて

おり、公共投資については震災の復興需要の継続など、堅調に推移しています。しかし、技術者・技能

労働者の不足、資材費の高騰等、予断を許さない経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社は第９次３か年計画の初年度として、反転攻勢を期して利益の確保に努

めた結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が8,191百万円（前年同四半期比19.1%増）とな

りました。利益につきましては、営業利益27百万円（前年同四半期は108百万円の損失）、経常利益36

百万円（前年同四半期は236百万円の損失）、四半期純利益16百万円（前年同四半期は236百万円の損

失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の回収が順調に推移したこと等により、前連結会計

年度末に比べ1,820百万円減少の27,551百万円となりました。 

負債は、仕入債務の減少、短期借入金の減少、未成工事受入金の増加等により、前連結会計年度末に比

べ1,746百万円減少の22,037百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ74百万円減少の5,514百万円となりました。これは四半期純利益に

よる利益剰余金の増加及び、その他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月15日の「平成25年３月期 決算短信」で公表しました第２

四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

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
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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。  

  

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：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 4,831,757 7,429,348 

受取手形・完成工事未収入金等 13,565,075 8,439,211 

販売用不動産 193,464 193,036 

未成工事支出金 798,992 1,697,501 

商品及び製品 1,717 － 

材料貯蔵品 4,125 7,570 

繰延税金資産 94,426 69,576 

その他 1,054,003 834,589 

貸倒引当金 △320,164 △205,294 

流動資産合計 20,223,398 18,465,540 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,861,601 3,852,053 

減価償却累計額 △2,019,833 △2,028,675 

建物及び構築物（純額） 1,841,768 1,823,377 

機械装置及び運搬具 367,506 412,956 

減価償却累計額 △342,675 △314,353 

機械装置及び運搬具（純額） 24,831 98,603 

船舶 77,926 110,102 

減価償却累計額 △44,042 △77,764 

船舶（純額） 33,883 32,337 

工具、器具及び備品 197,800 197,991 

減価償却累計額 △183,400 △182,982 

工具、器具及び備品（純額） 14,400 15,008 

土地 4,635,560 4,636,010 

有形固定資産合計 6,550,444 6,605,338 

無形固定資産   

その他 67,815 74,109 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,612,400 1,636,925 

長期貸付金 281,117 279,585 

長期未収入金 365,380 358,855 

破産更生債権等 70,866 70,686 

繰延税金資産 74,576 58,626 

その他 251,378 167,842 

貸倒引当金 △125,223 △165,956 

投資その他の資産合計 2,530,496 2,406,565 

固定資産合計 9,148,756 9,086,012 

資産合計 29,372,155 27,551,552 
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（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 10,233,958 8,056,175 

短期借入金 8,181,868 6,608,396 

1年内償還予定の社債 395,000 379,000 

未払金 212,502 256,523 

未払法人税等 42,905 9,705 

未成工事受入金 1,517,192 3,525,053 

完成工事補償引当金 103,451 106,984 

工事損失引当金 80,371 57,290 

賞与引当金 58,812 30,736 

環境対策引当金 8,914 8,914 

その他 427,788 495,927 

流動負債合計 21,262,765 19,534,707 

固定負債   

社債 686,000 686,000 

長期借入金 1,100,443 1,000,405 

長期未払金 49,338 61,055 

退職給付引当金 457,082 458,803 

環境対策引当金 2,394 2,394 

再評価に係る繰延税金負債 109,385 109,385 

資産除去債務 9,115 9,156 

その他 106,825 175,356 

固定負債合計 2,520,584 2,502,557 

負債合計 23,783,349 22,037,265 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,368,032 2,368,032 

資本剰余金 1,527,310 1,527,309 

利益剰余金 1,110,116 1,126,594 

自己株式 △163,478 △163,560 

株主資本合計 4,841,980 4,858,376 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 214,332 163,788 

繰延ヘッジ損益 59,132 28,987 

土地再評価差額金 △553,462 △553,462 

その他の包括利益累計額合計 △279,998 △360,686 

少数株主持分 1,026,823 1,016,597 

純資産合計 5,588,805 5,514,287 

負債純資産合計 29,372,155 27,551,552 
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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：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 6,875,648 8,191,188 

売上原価 6,528,313 7,728,730 

売上総利益 347,335 462,457 

販売費及び一般管理費 455,681 434,624 

営業利益又は営業損失（△） △108,346 27,833 

営業外収益   

受取利息及び配当金 13,908 16,390 

為替差益 － 40,300 

その他 17,972 8,470 

営業外収益合計 31,881 65,161 

営業外費用   

支払利息 46,344 37,182 

為替差損 105,944 － 

その他 8,055 19,027 

営業外費用合計 160,344 56,210 

経常利益又は経常損失（△） △236,809 36,784 

特別利益   

固定資産売却益 7,280 4,094 

その他 392 715 

特別利益合計 7,673 4,809 

特別損失   

固定資産除売却損 199 － 

投資有価証券評価損 2,125 － 

関係会社清算損 8,280 － 

特別損失合計 10,605 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△239,742 41,594 

法人税、住民税及び事業税 8,440 26,579 

法人税等調整額 11,594 6,316 

法人税等合計 20,035 32,895 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△259,777 8,698 

少数株主損失（△） △23,315 △8,156 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △236,462 16,854 
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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：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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△259,777 8,698 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,283 △50,530 

繰延ヘッジ損益 △48,134 △30,144 

その他の包括利益合計 △70,417 △80,675 

四半期包括利益 △330,195 △71,977 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △306,127 △63,833 

少数株主に係る四半期包括利益 △24,067 △8,143 
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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
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   （参考） 受注実績内訳 

 
(注) （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率であります。 

  

４．補足情報

 受注の状況（個別）

(1) 受注高

受注高

平成26年３月期第１四半期 8,402 百万円 62.6 %

平成25年３月期第１四半期 5,168 百万円 15.0 %

区分
平成26年３月期 平成25年３月期

比較増減 増減率
第１四半期 第１四半期

建 
設 
事 
業

土木

百万円 (%) 百万円 (%) 百万円 %

官公庁 2,242 (26.7) 824 (15.9) 1,418 172.1

民間 264 (3.1) 364 (7.1) △100 △27.5

計 2,506 (29.8) 1,188 (23.0) 1,318 110.9

建築

官公庁 403 (4.8) 1,278 (24.7) △875 △68.5

民間 5,492 (65.4) 2,701 (52.3) 2,791 103.3

計 5,895 (70.2) 3,979 (77.0) 1,915 48.1

合計

官公庁 2,645 (31.5) 2,102 (40.7) 543 25.8

民間 5,756 (68.5) 3,065 (59.3) 2,690 87.8

計 8,402 (100.0) 5,168 (100.0) 3,234 62.6

合計 8,402 (100.0) 5,168 (100.0) 3,234 62.6

(2) 受注予想

受注高

平成26年３月期予想 27,000 百万円 6.4 %

平成25年３月期実績 25,374 百万円 26.2 %
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