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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 3,709 △10.8 △163 ― 33 ― 11 ―
25年3月期第1四半期 4,159 23.5 △76 ― △132 ― △128 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 101百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △223百万円 （―％）

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 0.40 ―
25年3月期第1四半期 △4.51 ―

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 27,328 21,423 78.4 749.87
25年3月期 27,439 21,407 78.0 749.31
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  21,423百万円 25年3月期  21,407百万円

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 ― 3.00 3.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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) 10,500 45.0 △35 ― 14 ― 0 ― 0.00
通期 21,500 25.7 120 ― 230 72.4 160 ― 5.60



(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 
 この四半期短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書レビューの手続きの対象外であり、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
基づく四半期報告書のレビュー手続きを終了しております。 

※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きましては、四半
期決算短信【添付資料】Ｐ．２「（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

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 30,846,400 株 25年3月期 30,846,400 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,276,874 株 25年3月期 2,276,662 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 28,569,597 株 25年3月期1Q 28,570,332 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、金融政策の転換、経済政策への期待感から円高是正、株価回

復を伴って、穏やかに持ち直しの傾向が見られる一方、円安による原材料輸入価格の上昇等により国内景気は先行

き不透明感が続く状況にありました。 

 この間、建設業界におきましては前述の緊急経済対策が実行に移り、公共事業予算も前年同期比15％増となり、

景気押し上げの要因ともなっています。しかしながら、公共工事が拡大基調にあるものの、労働者の不足や建設資

材の高騰等により依然として厳しい状況にあります。 

 かかるなか、当社グループにおいては、新中期３ヶ年計画の 大のテーマである、受注の拡大と収益力の改善を

目標として、具体的施策①「選択と集中による受注拡大」、②「収益力の向上」、③「事業領域の拡大」の実現に

向けて取組んでおります。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績としては、売上高37億9百万円（前年同四半期比4億49百万円減）、

営業損失1億63百万円（前年同四半期は76百万円の損失)、経常利益33百万円（前年同四半期は１億32百万円の損

失)、四半期純利益は11百万円（前年同四半期は1億28百万円の損失)となりました。なお、当グループとしては、

業績の管理については年度末の業績を主眼としております。  

   

（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の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて1億11百万円減少し、273億28百万円

  となりました。その主な要因といたしまして、有価証券及び未成工事支出金が増加しましたが、現金及び預金が減

  少したこと等によります。 

  （負債）  

   負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1億27百万円減少し、59億4百万円となりました。その主な要因とい 

  たしまして、支払手形・工事未払金等が増加しましたが、未払法人税等および賞与引当金が減少したこと等により

  ます。  

  （純資産） 

   純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて15百万円増加し、214億23百万円となりました。その主な要因とい 

     たしまして、その他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。 

  この結果、当第１四半期連結期間末の自己資本比率は78.4％となり、前連結会計年度末と比べて0.4ポイントの上 

  昇となりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  現時点においては、平成25年5月15日に公表いたしました、第２四半期（累計）通期の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。  

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   

現金及び預金 7,437,822 6,421,739

受取手形・完成工事未収入金等 5,095,621 5,032,034

有価証券 2,296,044 2,508,156

未成工事支出金 760,137 1,508,736

材料貯蔵品 75,714 75,374

その他 256,506 219,579

貸倒引当金 △12,004 △11,804

流動資産合計 15,909,841 15,753,817

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,298,576 1,291,405

土地 2,611,528 2,620,518

建設仮勘定 43,695 47,470

その他（純額） 1,100,926 1,105,808

有形固定資産合計 5,054,727 5,065,203

無形固定資産   

のれん 173,411 162,573

その他 152,239 151,950

無形固定資産合計 325,651 314,523

投資その他の資産   

投資有価証券 4,939,658 5,014,992

その他 1,279,037 1,248,854

貸倒引当金 △69,157 △69,157

投資その他の資産合計 6,149,539 6,194,689

固定資産合計 11,529,917 11,574,416

資産合計 27,439,759 27,328,233

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,459,551 3,653,250

未払法人税等 85,509 40,256

未成工事受入金 280,877 326,139

完成工事補償引当金 26,000 25,000

賞与引当金 97,400 43,420

工事損失引当金 113,753 140,262

その他 854,739 580,203

流動負債合計 4,917,833 4,808,531

固定負債   

退職給付引当金 618,175 618,978

その他 496,015 477,161

固定負債合計 1,114,190 1,096,139

負債合計 6,032,023 5,904,671



（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 5,907,978 5,907,978

資本剰余金 5,512,143 5,512,143

利益剰余金 13,177,940 13,103,750

自己株式 △885,567 △885,634

株主資本合計 23,712,494 23,638,238

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 77,627 134,371

土地再評価差額金 △2,318,125 △2,318,125

為替換算調整勘定 △64,260 △30,921

その他の包括利益累計額合計 △2,304,759 △2,214,676

純資産合計 21,407,735 21,423,562

負債純資産合計 27,439,759 27,328,233



（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   

完成工事高 4,159,445 3,709,559

売上原価   

完成工事原価 3,646,890 3,335,468

売上総利益   

完成工事総利益 512,554 374,090

販売費及び一般管理費 588,883 537,979

営業損失（△） △76,328 △163,888

営業外収益   

受取利息 15,040 15,638

為替差益 － 158,871

その他 33,824 24,925

営業外収益合計 48,864 199,435

営業外費用   

支払利息 1,351 1,066

為替差損 103,474 －

その他 379 489

営業外費用合計 105,205 1,555

経常利益又は経常損失（△） △132,670 33,990

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,070

特別利益合計 － 2,070

特別損失   

投資有価証券評価損 2,988 －

減損損失 － 4,699

特別損失合計 2,988 4,699

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（△）

△135,658 31,361

法人税、住民税及び事業税 12,058 23,647

法人税等調整額 △18,723 △3,806

法人税等合計 △6,665 19,841

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（△）

△128,993 11,519

四半期純利益又は四半期純損失（△） △128,993 11,519



（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（△）

△128,993 11,519

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △101,118 56,744

為替換算調整勘定 6,628 33,338

その他の包括利益合計 △94,489 90,083

四半期包括利益 △223,483 101,603

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △223,483 101,603

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

工種別受注高                                    (単位：百万円）   

  

  

（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）

４．補足情報

  

      区 分         

      

  

前第１四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

平成24年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 

(平成25年４月１日から 

平成25年６月30日まで) 

     比較増減 

金 額  構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額  増減率(%)

 法 面 保 護 工 事 573 13.1 778 17.7 204 35.6 

 ダ ム 基 礎 工 事 1,044 23.8 101 2.3 ▲943 ▲90.2 

 ア ン カ ー 工 事 282 6.5 764 17.4 482 170.4 

 重  機  工  事 575 13.1 1,270 28.9 694 120.5 

 注  入  工  事 870 19.9 370 8.4 ▲499 ▲57.4 

 維 持 修 繕 工 事 131 3.0 65 1.5 ▲65 ▲49.9 

 環 境 保 全 工 事 216 4.9 49 1.1 ▲167 ▲77.2 

 そ の 他 土 木 工 事 523 12.0 694 15.8 170 32.5 

 建設コンサル・地質調査 162 3.7 305 6.9 143 88.5 

 合   計 4,381 100.0 4,400 100.0 19 0.4 
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