
  

１．平成26年６月期第１四半期の業績（平成25年７月１日～平成25年９月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

３．平成26年６月期の業績予想（平成25年７月１日～平成26年６月30日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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６月期第１四半期  983  △2.7  18  －  20  －  17  －

25年６月期第１四半期  1,011  15.0  △14  －  △14  －  △14  －

  
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６月期第１四半期  2.48  －

25年６月期第１四半期  △2.11  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年６月期第１四半期  4,082  2,423  59.4

25年６月期  3,600  2,414  67.1

（参考）自己資本 26年６月期第１四半期 2,423百万円   25年６月期 2,414百万円 

  
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６月期  － 0.00 － 4.00  4.00

26年６月期  －       

26年６月期（予想）   0.00 － 4.00  4.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  3,000  33.6  50  －  50  －  40  －  5.83

通期  5,500  11.2  120  －  120  －  100  －  14.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（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） 

  

  
  

※  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 

  

（１）四半期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２ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期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。

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６月期１Ｑ 6,860,000株 25年６月期 6,860,000株

②  期末自己株式数 26年６月期１Ｑ 3,217株 25年６月期 3,217株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年６月期１Ｑ 6,856,783株 25年６月期１Ｑ 6,857,868株

 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関す

る事項は添付資料の２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」を参照してください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な米国経済や円安の定着による輸出の持ち直しや、消費が底

堅く推移し、企業の好業績が続いているのを反映し、幅広い業種で企業心理の改善が一段と進んでおります。 

 一方、建設業界につきましては、政策効果により公共投資が増加基調を継続しております。 

 このような経済状況下、当社は現場力の強化、経費削減及びリスク管理の強化を重点的に取り組み、競争力を高

める努力をして参りました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高983百万円（前年同四半期比2.7％減）、営業利益18百万円

（前年同四半期は営業損失14百万円）、経常利益20百万円（前年同四半期は経常損失14百万円）、四半期純利益17

百万円（前年同四半期は四半期純損失14百万円）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。 

①土木部門 

 土木部門の受注工事高は、808百万円（前年同四半期比26.6％増）となり、完成工事高655百万円（前年同四半期

比1.0％減）、セグメント利益29百万円(前年同四半期はセグメント損失12百万円）となりました。 

②建築部門 

 建築部門の受注工事高は、847百万円（前年同四半期比269.9％増）となり、完成工事高324百万円（前年同四半

期比5.9％減）、セグメント損失7百万円（前年同四半期はセグメント損失6百万円）となりました。  

③不動産部門 

 不動産部門の売上高は3百万円（前年同四半期比1.6％増）、セグメント損失4百万円（前年同四半期はセグメン

ト利益3百万円）となりました。    

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産）   

 当第１四半期会計期間末における流動資産は3,140百万円となり、前事業年度末に比べ472百万円増加いたしまし

た。これは主に未成工事支出金が522百万円増加したことによるものであります。固定資産は941百万円となり、前

事業年度末に比べ8百万円増加いたしました。これは投資有価証券が31百万円増加したことによるものでありま

す。 

 この結果、総資産は4,082百万円となり、前事業年度末に比べ481百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債は1,592百万円となり、前事業年度末に比べ460百万円増加いたしまし

た。これは主に短期借入金が360百万円増加したことによるものであります。固定負債は66百万円となり、前事業

年度末と比べ12百万円増加いたしました。これは主に繰延税金負債が12百万円増加したことによるものでありま

す。 

 この結果、負債合計は1,658百万円となり、前事業年度末に比べ472百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は2,423百万円となり、前事業年度末に比べ8百万円増加いたしまし

た。これは主に評価・換算差額等が19百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は59.4％（前事業年度末は67.1％）となりました。   

   

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  当第１四半期の業績は、当初の予定通りに推移していることから、平成25年８月９日に公表しました、第２四半

期累計期間および通期の業績予想から変更はありません。   

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。   

   

（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。   

   

 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．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 961,723 789,644

受取手形・完成工事未収入金等 963,449 1,098,404

有価証券 21,521 21,524

販売用不動産 340,374 340,374

未成工事支出金 340,996 863,148

その他 51,007 37,067

貸倒引当金 △11,000 △9,500

流動資産合計 2,668,072 3,140,664

固定資産   

有形固定資産   

土地 250,692 250,692

その他（純額） 477,791 455,514

有形固定資産合計 728,483 706,206

無形固定資産   

その他 32,886 32,250

無形固定資産合計 32,886 32,250

投資その他の資産   

投資有価証券 137,815 169,505

その他 230,084 229,991

貸倒引当金 △196,385 △196,385

投資その他の資産合計 171,515 203,111

固定資産合計 932,885 941,568

資産合計 3,600,957 4,082,232

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,025,072 1,036,428

短期借入金 － 360,000

未払法人税等 8,959 4,394

未成工事受入金 33,945 141,600

完成工事補償引当金 27,200 27,700

工事損失引当金 141 213

その他 36,480 21,746

流動負債合計 1,131,799 1,592,083

固定負債   

繰延税金負債 7,486 19,941

その他 46,869 46,583

固定負債合計 54,355 66,525

負債合計 1,186,155 1,658,608
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 849,500 849,500

資本剰余金 625,900 625,900

利益剰余金 926,910 916,498

自己株式 △366 △366

株主資本合計 2,401,944 2,391,532

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,857 32,092

評価・換算差額等合計 12,857 32,092

純資産合計 2,414,802 2,423,624

負債純資産合計 3,600,957 4,082,232
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

完成工事高 1,007,189 980,096

不動産事業等売上高 3,811 3,872

売上高合計 1,011,001 983,968

売上原価   

完成工事原価 976,878 901,030

不動産事業等売上原価 － 8,105

売上原価合計 976,878 909,136

売上総利益   

完成工事総利益 30,310 79,065

不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失
（△）

3,811 △4,233

売上総利益合計 34,122 74,832

販売費及び一般管理費 48,670 56,786

営業利益又は営業損失（△） △14,547 18,046

営業外収益   

受取利息 90 644

受取配当金 － 332

雑収入 586 2,854

営業外収益合計 677 3,831

営業外費用   

支払利息 30 827

支払保証料 494 686

営業外費用合計 525 1,513

経常利益又は経常損失（△） △14,395 20,363

特別利益   

固定資産売却益 1,750 －

特別利益合計 1,750 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △12,645 20,363

法人税等 1,845 3,349

四半期純利益又は四半期純損失（△） △14,491 17,014
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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）四半期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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