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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 4,877 100.6 125 ― 136 ― 66 ―
25年3月期第2四半期 2,432 △37.4 △127 ― △114 ― △112 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 106百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △112百万円 （―％）

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2四半期 9.00 ―
25年3月期第2四半期 △15.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 7,484 3,953 52.8
25年3月期 8,076 3,898 48.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,953百万円 25年3月期  3,898百万円

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 ― 7.00 7.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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、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 9,230 22.5 190 ― 200 348.4 110 263.7 14.98



(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ますが、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いては、四半期
決算短信【添付資料】３ページ「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2Q 7,500,000 株 25年3月期 7,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 158,493 株 25年3月期 158,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 7,341,507 株 25年3月期2Q 7,341,507 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国を始めとする海外経済の復調、及びアベノミクスによ

る円高修正効果から輸出が持ち直し、加えて増加する公共投資が相まって、緩やかな回復基調が続いております。

建設業界におきましては、公共事業と共に民間設備投資も緩やかに回復しており、土木・建築共に需要は増加

しております。しかし、技能労働者の不足から労務費が大幅に上昇しており、工事受注は慎重にならざるを得ない

状況にあります。また、運輸業界におきましても、景気上昇により貨物輸送量は増加しておりますが、燃料価格の

高止まりが、依然経営を圧迫しております。 

このような状況の下で、当企業グループは主力たる建設事業において、採算確保を全力で図りつつ、受注獲得

に努めてまいりました。当第２四半期連結累計期間における建設事業の受注高は、前年同期比41億74百万円増の85

億23百万円となり、通期受注計画100億円に対する進捗率は85.2％となっております。 

売上高につきましては、運輸事業において、積載物メーカーの設備点検に伴う操業一時停止影響を受け減少い

たしましたが、建設事業については期首繰越工事の施工進捗、及び当期中の工事受注高も順調に推移したことか

ら、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比24億45百万円増の48億77百万円となりました。 

次に、利益につきましては建設事業の大幅な増収影響から、当第２四半期連結累計期間の営業利益は１億25百

万円で前年同期比２億52百万円の増益、経常利益は１億36百万円で前年同期比２億50百万円の増益となりました。

また、今後不用となる見込みの建物に対し減損損失21百万円を計上しておりますが、四半期純利益につきまし

ても66百万円と前年同期に比べ１億78百万円の増益となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は58億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ、６億20百万円

減少いたしました。これは主に前連結会計年度末の債務の支払が進展したことにより現金預金が２億71百万円減少

したことに加え、受取手形・完成工事未収入金等が２億18百万円減少したことによるものであります。固定資産は

16億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ、28百万円増加いたしました。これは主に建物・構築物が17百万円

減少し、投資有価証券が54百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、資産合計は74億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ、５億92百万円減少いたしました。 

  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は32億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ、６億38百万円

減少いたしました。これは主に前連結会計年度末における支払債務の決済の進展により、支払手形・工事未払金等

が４億39百万円減少したこと、及び未成工事受入金が３億９百万円減少したことによるものであります。固定負債

は３億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ、８百万円減少いたしました。 

 この結果、負債合計は35億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ、６億46百万円減少いたしました。 

  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は39億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ、54百万円増

加いたしました。これは主に利益剰余金の増加14百万円及びその他有価証券評価差額金40百万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52.8％（前連結会計年度末は48.3％）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売  上  高 セグメント利益（営業利益） 

・建設事業 47億68百万円（前年同期比 ％増）107.1 １億11百万円 （前年同期は１億46百万円の損失）

・運輸事業 １億９百万円（前年同期比  ％減）15.3 13百万円 （前年同期比 ％減）26.9



（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下 「資金」という。）は、38億82百万円とな

り、前連結会計年度末より２億71百万円減少いたしました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、２億５百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、売上債権の

減少２億18百万円及び税金等調整前四半期純利益１億13百万円等により資金が増加する一方、仕入債務が４億39

百万円減少したことに加え、未成工事受入金の３億９百万円減少等により資金が減少したことによるものであり

ます。（前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、３億11百万円の資金の減少） 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、14百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、有形固定資産の

取得による支出７百万円、無形固定資産の取得による支出４百万円、及び投資有価証券の取得による支出２百万

円等によるものであります。（前第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、33百万円の

資金の減少） 

  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の資金の減少となりました。その要因は、配当金の支払額51百

万円によるものであります。（前第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の

資金の減少） 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年10月25日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。    



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．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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,159,867 3,888,704

受取手形・完成工事未収入金等 2,052,282 1,834,243

未成工事支出金 28,571 45,166

不動産事業支出金 403 403

材料貯蔵品 1,789 1,143

繰延税金資産 26,326 50,733

その他 187,308 15,592

貸倒引当金 △20,270 △20,220

流動資産合計 6,436,278 5,815,766

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 427,598 409,845

機械、運搬具及び工具器具備品 255,718 257,897

土地 721,959 721,959

減価償却累計額 △533,363 △541,880

有形固定資産合計 871,912 847,821

無形固定資産 9,945 13,003

投資その他の資産   

投資有価証券 603,071 657,233

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 88,288 83,586

その他 43,678 43,636

貸倒引当金 △46,160 △46,160

投資その他の資産合計 758,278 807,697

固定資産合計 1,640,135 1,668,522

資産合計 8,076,414 7,484,289



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,167,460 2,727,809

未払法人税等 6,935 78,691

未成工事受入金 562,034 252,355

完成工事補償引当金 7,000 8,000

工事損失引当金 5,400 30,200

賞与引当金 37,500 50,000

その他 53,017 54,154

流動負債合計 3,839,346 3,201,211

固定負債   

退職給付引当金 237,568 238,092

役員退職慰労引当金 100,886 91,619

その他 140 140

固定負債合計 338,595 329,851

負債合計 4,177,941 3,531,063

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 472,625 472,625

利益剰余金 2,705,797 2,720,493

自己株式 △46,217 △46,217

株主資本合計 3,855,205 3,869,901

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43,267 83,324

その他の包括利益累計額合計 43,267 83,324

純資産合計 3,898,472 3,953,225

負債純資産合計 8,076,414 7,484,289



（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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,432,255 4,877,927

売上原価 2,346,228 4,528,417

売上総利益 86,026 349,510

販売費及び一般管理費 213,317 224,147

営業利益又は営業損失（△） △127,290 125,362

営業外収益   

受取利息 5,345 2,034

受取配当金 4,832 4,310

受取賃貸料 1,783 1,690

還付加算金 － 3,678

その他 3,315 1,652

営業外収益合計 15,277 13,367

営業外費用   

賃貸費用 2,207 2,372

その他 310 328

営業外費用合計 2,518 2,700

経常利益又は経常損失（△） △114,531 136,029

特別利益   

固定資産売却益 1,859 －

収用補償金 17,716 －

特別利益合計 19,575 －

特別損失   

固定資産除却損 6,833 1,135

投資有価証券評価損 51,961 －

貸倒引当金繰入額 110 －

減損損失 － 21,880

特別損失合計 58,904 23,015

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（△）

△153,860 113,014

法人税、住民税及び事業税 12,619 77,885

法人税等調整額 △54,056 △30,958

法人税等合計 △41,437 46,927

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（△）

△112,423 66,086

四半期純利益又は四半期純損失（△） △112,423 66,086



  四半期連結包括利益計算書 
  第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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（△）

△112,423 66,086

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 160 40,057

その他の包括利益合計 160 40,057

四半期包括利益 △112,262 106,143

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △112,262 106,143

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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（△）

△153,860 113,014

減価償却費 14,738 10,981

減損損失 － 21,880

投資有価証券評価損益（△は益） 51,961 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,890 △50

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,000 1,000

工事損失引当金の増減額（△は減少） 43,500 24,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,600 12,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,565 524

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,440 △9,267

受取利息及び受取配当金 △10,177 △6,345

売上債権の増減額（△は増加） 2,719,174 218,038

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △38,435 △15,949

仕入債務の増減額（△は減少） △2,752,650 △439,650

未成工事受入金の増減額（△は減少） 281,963 △309,678

その他 △398,756 118,757

小計 △251,708 △259,444

利息及び配当金の受取額 9,753 6,352

法人税等の還付額 － 59,249

法人税等の支払額 △69,739 △11,336

営業活動によるキャッシュ・フロー △311,694 △205,178

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △30,727 △7,163

有形固定資産の売却による収入 1,887 －

無形固定資産の取得による支出 － △4,550

投資有価証券の取得による支出 △4,267 △2,852

その他 △853 △73

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,960 △14,639

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △51,171 △51,344

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,171 △51,344

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △396,827 △271,163

現金及び現金同等物の期首残高 2,850,989 4,153,867

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,454,162 3,882,704



該当事項はありません。 

    

該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しておりま

す。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

     「建設事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を 千円計上しております。   

（４）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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  建設事業 運輸事業 
合 計 
（注） 

売上高       

(1）外部顧客への売上高  2,302,987  129,267  2,432,255

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  2,302,987  129,267  2,432,255

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 △146,096  18,805  △127,290

  （単位：千円）

  建設事業 運輸事業 
合 計 
（注） 

売上高       

(1）外部顧客への売上高  4,768,488  109,438  4,877,927

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  4,768,488  109,438  4,877,927

セグメント利益  111,621  13,741  125,362

21,880



   

生産、受注及び販売の状況 

① 受注高                                    （単位：千円、％）

（注）平成25年３月期第２四半期土木工事の官公庁の欄については、前年同四半期累計期間以前に受注した工事で、契

約の変更により請負金額が減額になった工事が含まれております。 
  

② 売上高                                    （単位：千円、％）

  
③ 次期繰越高                                  （単位：千円、％）

４．補足情報

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成26年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成25年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  19  0.0  25,411  0.3  25,392  －  342,318  3.4

 民  間  4,209,391  96.8  6,966,506  81.7  2,757,114  65.5  8,716,525  86.7

   計  4,209,410  96.8  6,991,917  82.0  2,782,507  66.1  9,058,843  90.1

 土 

 木 

 官公庁  △11,494  △0.3  708,150  8.3  719,644  －  686,126  6.8

 民  間  150,921  3.5  823,084  9.7  672,162  445.4  312,135  3.1

   計  139,427  3.2  1,531,234  18.0  1,391,806  998.2  998,261  9.9

 計 

 官公庁  △11,475  △0.3  733,561  8.6  745,036  －  1,028,444  10.2

 民  間  4,360,313  100.3  7,789,590  91.4  3,429,277  78.6  9,028,660  89.8

   計  4,348,838  100.0  8,523,151  100.0  4,174,313  96.0  10,057,105  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成26年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成25年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  182,675  7.5  283,038  5.8  100,363  54.9  571,478  7.6

 民  間  1,791,222  73.7  4,278,929  87.7  2,487,706  138.9  6,231,995  82.8

   計  1,973,897  81.2  4,561,968  93.5  2,588,070  131.1  6,803,473  90.4

 土 

 木 

 官公庁  225,914  9.3  92,359  1.9  △133,555  △59.1  226,484  3.0

 民  間  103,175  4.2  114,161  2.4  10,985  10.6  258,933  3.4

   計  329,089  13.5  206,520  4.3  △122,569  △37.2  485,417  6.4

 計 

 官公庁  408,589  16.8  375,397  7.7  △33,191  △8.1  797,962  10.6

 民  間  1,894,398  77.9  4,393,090  90.1  2,498,691  131.9  6,490,928  86.2

   計  2,302,987  94.7  4,768,488  97.8  2,465,500  107.1  7,288,890  96.8

 運輸事業  129,267  5.3  109,438  2.2  △19,829  △15.3  243,600  3.2

 合  計  2,432,255  100.0  4,877,927  100.0  2,445,671  100.6  7,532,490  100.0

項 目  

前年同四半期累計期間

（平成25年３月期 

    第２四半期）

当第２四半期累計期間

（平成26年３月期 

    第２四半期）

比較増減 
（参考） 

平成25年３月期 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比 

 建 

  

 設 

  

 事 

  

 業 

 建 

 築 

 官公庁  304,131  5.4  －  －  △304,131  △100.0  257,627  4.0

 民  間  5,283,693  93.1  8,037,631  79.2  2,753,938  52.1  5,350,054  83.7

   計  5,587,824  98.5  8,037,631  79.2  2,449,807  43.8  5,607,682  87.7

 土 

 木 

 官公庁  －  －  1,312,841  12.9  1,312,841  －  697,050  10.9

 民  間  87,494  1.5  801,873  7.9  714,379  816.5  92,950  1.4

   計  87,494  1.5  2,114,714  20.8  2,027,220  －  790,000  12.3

 計 

 官公庁  304,131  5.4  1,312,841  12.9  1,008,710  331.7  954,677  14.9

 民  間  5,371,187  94.6  8,839,504  87.1  3,468,317  64.6  5,443,004  85.1

   計  5,675,318  100.0  10,152,345  100.0  4,477,027  78.9  6,397,682  100.0
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