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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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3月期第2四半期 22,765 ― △629 ― △633 ― △323 ―
25年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △14.90 ―
25年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 47,190 11,344 24.0 522.57
25年3月期 54,855 11,488 20.9 529.18
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  11,344百万円 25年3月期  11,488百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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 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

通期 62,300 0.5 580 65.1 490 46.6 200 ― 9.21



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

※  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2Q 21,720,000 株 25年3月期 21,720,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 10,956 株 25年3月期 10,606 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 21,709,282 株 25年3月期2Q 21,709,508 株

※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 
 本資料に記載されている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。 
 当社は、前第２四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年６月１日を効力発生日とした連結子会社（株式会社ケンキ
ー）の吸収合併により、連結対象会社が存在しなくなったため、第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間のわが国経済は、政府の経済政策に対する期待感と金融緩和策により、円高の是正や株高

の進行など景気回復への期待が高まりを見せております。しかし、海外では米国の量的緩和の縮小観測、新興国の

景気低迷など、景気の先行きは依然として不透明な状況のまま推移いたしました。

当社の主要事業であります建設業界におきましては、復興需要を中心とした公共投資の増加に加え、民間設備投

資につきましても持ち直してきております。一方で、労働需給の逼迫による労務費の増加や資材価格の上昇などへ

の対処が課題となっております。

このような状況のもと、当社は、受注拡大と受注利益の確保を目指し、利益重視による選別受注の徹底を図り、

ターゲットを絞った顧客、優位性のあるエリアの顧客、継続的取引のある顧客などへの提案営業の強化に注力する

とともに、収益力の強化として、コスト削減、経費節減に取り組んでまいりました。

この結果、当第２四半期累計期間の受注工事高につきましては、313億３千７百万円となりました。業績につき

ましては、売上高が227億６千５百万円となりました。利益につきましては、営業損失として６億２千９百万円、

経常損失として６億３千３百万円、四半期純損失として３億２千３百万円となりました。

なお、当社は、前第２四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成25年６月１日

を効力発生日とした連結子会社（株式会社ケンキー）の吸収合併により、連結対象子会社が存在しなくなったた

め、第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年四半期との比較は行って

おりません。

また、当社の売上高は、主たる事業である建築事業および土木事業において、工事の完成引渡が第４四半期会計

期間に集中しているため、第１四半期会計期間から第３四半期会計期間における売上高に比べ、第４四半期会計期

間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。

（２）財政状態に関する説明

①資産

当第２四半期会計期間末における資産の残高は471億９千万円となり、前事業年度末に比べ76億６千４百万円の

減少となりました。主な原因といたしましては、受取手形および完成工事未収入金が減少したことによるものであ

ります。

②負債

負債の残高は358億４千６百万円となり、前事業年度末に比べ75億２千１百万円の減少となりました。主な原因

といたしましては、工事未払金および短期借入金が減少したことによるものであります。

③純資産

純資産の残高は113億４千４百万円となり、前事業年度末に比べ１億４千３百万円の減少となりました。主な原

因といたしましては、その他有価証券評価差額金が増加したものの、当第２四半期純損失により利益剰余金が減少

したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期通期の業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました予想からの変更はござい

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

該当事項はありません。

（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。

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
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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３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,802,805 5,106,736

受取手形 2,113,189 519,445

電子記録債権 119,250 3,782

完成工事未収入金 18,010,861 11,767,345

販売用不動産 137,616 3,227,835

未成工事支出金 525,323 918,375

不動産事業支出金 5,243,323 5,243,757

繰延税金資産 622,699 597,703

その他 700,083 932,908

貸倒引当金 － △76,378

流動資産合計 33,275,152 28,241,512

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,006,380 4,275,577

構築物（純額） 276,454 30,207

機械及び装置（純額） 74,523 69,095

車両運搬具（純額） － 0

工具器具・備品（純額） 83,130 89,945

土地 11,017,839 10,096,187

リース資産（純額） 37,148 24,779

有形固定資産合計 17,495,477 14,585,792

無形固定資産

電話加入権 17,269 18,182

ソフトウエア 46,608 37,650

無形固定資産合計 63,877 55,833

投資その他の資産

投資有価証券 3,622,541 3,939,128

関係会社株式 50,000 －

その他 348,499 368,443

投資その他の資産合計 4,021,040 4,307,572

固定資産合計 21,580,395 18,949,197

資産合計 54,855,548 47,190,710
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,724,096 1,936,800

工事未払金 17,096,641 11,739,039

短期借入金 12,814,000 12,046,000

未払法人税等 39,073 41,077

未成工事受入金 1,680,024 2,220,912

完成工事補償引当金 155,852 169,948

工事損失引当金 275,702 328,197

その他 1,333,961 1,015,113

流動負債合計 36,119,353 29,497,088

固定負債

長期借入金 1,999,000 1,327,000

退職給付引当金 2,945,272 3,055,115

再評価に係る繰延税金負債 727,237 727,237

繰延税金負債 858,031 530,238

その他 718,471 709,554

固定負債合計 7,248,013 6,349,146

負債合計 43,367,367 35,846,235

純資産の部

株主資本

資本金 1,086,000 1,086,000

資本剰余金 1,561,846 1,561,846

利益剰余金 7,786,238 7,354,282

自己株式 △2,676 △2,747

株主資本合計 10,431,408 9,999,381

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 387,819 676,141

土地再評価差額金 668,952 668,952

評価・換算差額等合計 1,056,771 1,345,093

純資産合計 11,488,180 11,344,475

負債純資産合計 54,855,548 47,190,710
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高

完成工事高 22,141,724

兼業事業売上高 624,069

売上高合計 22,765,793

売上原価

完成工事原価 21,493,611

兼業事業売上原価 233,377

売上原価合計 21,726,989

売上総利益

完成工事総利益 648,112

兼業事業総利益 390,691

売上総利益合計 1,038,804

販売費及び一般管理費 1,668,463

営業損失（△） △629,659

営業外収益

受取利息 5,405

受取配当金 43,464

雑収入 9,122

営業外収益合計 57,992

営業外費用

支払利息 59,980

雑支出 2,000

営業外費用合計 61,980

経常損失（△） △633,647

特別利益

投資有価証券売却益 30,230

貯蔵品売却益 20,584

その他 12,944

特別利益合計 63,759

特別損失

債権放棄損 80,000

その他 1,237

特別損失合計 81,237

税引前四半期純損失（△） △651,125

法人税、住民税及び事業税 28,900

法人税等調整額 △356,616

法人税等合計 △327,716

四半期純損失（△） △323,409
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △651,125

減価償却費 200,474

貸倒引当金の増減額（△は減少） 76,196

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,601

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 14,096

工事損失引当金の増減額（△は減少） 48,689

受取利息及び受取配当金 △48,870

支払利息 59,980

投資有価証券売却損益（△は益） △30,230

債権放棄損 80,000

売上債権の増減額（△は増加） 8,294,341

未成工事支出金の増減額（△は増加） △393,052

仕入債務の増減額（△は減少） △6,771,673

未成工事受入金の増減額（△は減少） 530,368

その他 △699,863

小計 761,932

利息及び配当金の受取額 50,899

利息の支払額 △59,379

法人税等の支払額 △26,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 727,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 100,706

貸付けによる支出 △10,000

その他 4,423

投資活動によるキャッシュ・フロー 95,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △360,000

長期借入金の返済による支出 △1,080,000

配当金の支払額 △108,546

その他 △7,403

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,555,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △733,686

現金及び現金同等物の期首残高 5,802,805

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 37,617

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,106,736
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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。

受注実績

売上実績

手持工事高

（注）１．当社では、建築事業・土木事業以外は受注生産を行っておりません。

２．当社では、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。

３．上記の金額には、消費税は含んでおりません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

区分

前第２四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

対前年同
四半期比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築事業 17,888 71.4 22,785 72.7 27.4

土木事業 7,175 28.6 8,551 27.3 19.2

合計 25,063 100.0 31,337 100.0 25.0

区分

前第２四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

対前年同
四半期比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築事業 21,617 79.7 15,057 66.2 △30.3

土木事業 4,545 16.8 7,084 31.1 55.8

不動産事業 936 3.5 624 2.7 △33.3

合計 27,098 100.0 22,765 100.0 △16.0

区分

前第２四半期累計期間
（平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（平成25年９月30日）

対前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減率
（％）

建築事業 27,079 72.4 26,606 69.6 △1.7

土木事業 10,323 27.6 11,635 30.4 12.7

合計 37,403 100.0 38,242 100.0 2.2
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