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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 37,137 ― △109 ― △162 ― △13 ―
25年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △0.63 ―
25年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 50,069 11,789 23.5 543.08
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3四半期 11,789百万円 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
②①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3Q 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3Q 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3Q 21,709,202 株 25年3月期3Q 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３四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。 
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間のわが国経済は、政府の経済政策および日銀の金融緩和策の効果と期待から、円高の是

正や株価上昇が続くなど回復基調で推移いたしました。一方で、円安の影響による輸入物価の上昇や消費増税前

の駆け込み需要の反動による需要減退など、景気の先行きに不透明感があります。

当社の主要事業であります建設業界におきましては、公共投資については復興関連工事やインフラ整備事業な

どを背景に増加に転じ、民間設備投資についても堅調に推移しております。一方で、労働需給の逼迫による労務

費の高騰や資材価格の上昇など懸念材料が多く、厳し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、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、経費節減などに取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期累計期間の受注工事高につきましては、446億８千２百万円となりました。業績につき

ましては、売上高が371億３千７百万円となりました。しかしながら損益につきましては、営業損失として１億９

百万円、経常損失として１億６千２百万円、四半期純損失として１千３百万円となりました。

なお、当社は、前第３四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、契約により工事の完成引渡しが

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３四半期会計期間末における資産の残高は500億６千９百万円となり、前事業年度末に比べ47億８千６百万

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382億７千９百万円となり、前事業年度末に比べ50億８千７百万円の減少となりました。主な原因

といたしましては、支払手形、工事未払金および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117億８千９百万円となり、前事業年度末に比べ３億１百万円の増加となりました。主な原因と

いたしましては、当第３四半期純損失により利益剰余金が減少したものの、その他有価証券評価差額金が増加した

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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３．四半期財務諸表
（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３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,802,805 6,334,565

受取手形 2,113,189 558,551

電子記録債権 119,250 892

完成工事未収入金 18,010,861 12,548,637

販売用不動産 137,616 3,207,731

未成工事支出金 525,323 865,424

不動産事業支出金 5,243,323 5,595,499

繰延税金資産 622,699 734,837

その他 700,083 1,269,287

貸倒引当金 － △69,805

流動資産合計 33,275,152 31,045,621

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 6,006,380 4,215,379

構築物（純額） 276,454 29,008

機械及び装置（純額） 74,523 65,995

車両運搬具（純額） － 0

工具器具・備品（純額） 83,130 73,275

土地 11,017,839 10,096,187

リース資産（純額） 37,148 22,009

有形固定資産合計 17,495,477 14,501,856

無形固定資産

電話加入権 17,269 18,182

ソフトウエア 46,608 31,646

無形固定資産合計 63,877 49,829

投資その他の資産

投資有価証券 3,622,541 4,103,441

関係会社株式 50,000 －

その他 348,499 368,714

投資その他の資産合計 4,021,040 4,472,156

固定資産合計 21,580,395 19,023,841

資産合計 54,855,548 50,069,463
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,724,096 2,073,437

工事未払金 17,096,641 13,765,381

短期借入金 12,814,000 11,039,000

未払法人税等 39,073 28,255

未成工事受入金 1,680,024 2,313,237

完成工事補償引当金 155,852 166,370

工事損失引当金 275,702 268,449

その他 1,333,961 1,091,678

流動負債合計 36,119,353 30,745,809

固定負債

長期借入金 1,999,000 2,146,000

退職給付引当金 2,945,272 3,090,477

再評価に係る繰延税金負債 727,237 727,237

繰延税金負債 858,031 849,533

その他 718,471 720,662

固定負債合計 7,248,013 7,533,911

負債合計 43,367,367 38,279,721

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 7,664,118

自己株式 △2,676 △2,747

株主資本合計 10,431,408 10,309,217

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 387,819 811,572

土地再評価差額金 668,952 668,952

評価・換算差額等合計 1,056,771 1,480,524

純資産合計 11,488,180 11,789,742

負債純資産合計 54,855,548 50,069,463
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高

完成工事高 36,078,382

兼業事業売上高 1,059,491

売上高合計 37,137,873

売上原価

完成工事原価 34,440,474

兼業事業売上原価 352,562

売上原価合計 34,793,037

売上総利益

完成工事総利益 1,637,907

兼業事業総利益 706,928

売上総利益合計 2,344,836

販売費及び一般管理費 2,454,211

営業損失（△） △109,375

営業外収益

受取利息 5,627

受取配当金 43,534

雑収入 12,907

営業外収益合計 62,069

営業外費用

支払利息 92,517

シンジケートローン手数料 20,600

雑支出 2,000

営業外費用合計 115,117

経常損失（△） △162,423

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 17,311

特別利益合計 68,126

特別損失

債権放棄損 80,000

その他 3,264

特別損失合計 83,264

税引前四半期純損失（△） △177,561

法人税、住民税及び事業税 38,900

法人税等調整額 △202,888

法人税等合計 △163,988

四半期純損失（△） △13,573

5



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、消費税等は含んでおりません。

（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

（５）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３四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31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 26,727 68.9 33,076 74.0 23.8

土木事業 12,084 31.1 11,605 26.0 △4.0

合計 38,812 100.0 44,682 100.0 15.1

区分

前第３四半期累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31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 33,282 77.5 24,462 65.9 △26.5

土木事業 8,403 19.6 11,616 31.3 38.2

不動産事業 1,239 2.9 1,059 2.8 △14.5

合計 42,925 100.0 37,137 100.0 △13.5

区分

前第３四半期累計期間
（平成24年12月31日）

当第３四半期累計期間
（平成25年12月31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 24,253 68.1 27,493 73.0 13.4

土木事業 11,374 31.9 10,157 27.0 △10.7

合計 35,628 100.0 37,651 100.0 5.7
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