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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 3,271 △7.9 129 55.6 131 44.6 58 86.0
25年3月期第1四半期 3,551 33.1 83 △25.5 91 △17.0 31 △73.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 86百万円 （67.4％） 25年3月期第1四半期 51百万円 （△42.2％）

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 5.56 ―

25年3月期第1四半期 2.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 9,320 3,523 32.2
25年3月期 11,760 3,488 25.4

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,999百万円 25年3月期  2,981百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） ― ― 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) 6,200 △7.8 100 △31.5 100 △35.5 50 △38.3 4.79
通期 14,000 △9.6 440 △29.3 430 △31.4 230 △32.4 22.03



(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)２ページ「(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 10,596,509 株 25年3月期 10,596,509 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 155,675 株 25年3月期 155,675 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 10,440,834 株 25年3月期1Q 10,442,201 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレからの早期脱却と経済再生の実現に向けた

新政権による金融政策等への期待感から、株高・円安が進んだことを背景に輸出や生産に持ち直しの動

きが現れてきています。 

当社グループが主事業として展開している建設産業におきましては、民間建設投資は総じて低調な状

況が続いていますが、公共建設投資は、復興需要の継続や大型補正予算緊急経済対策の編成により増加

傾向にあり、先行きにつきましては景気が持ち直していくことが期待できます。 

このような状況の下、当社グループは総力を挙げて受注及び収益の確保に努めた結果、当第１四半期

連結累計期間の受注は3,137百万円(前年同四半期比7.7％増加)となり、売上高については、前連結会計

年度より繰り越された工事量が少なかったため、当第１四半期連結累計期間は3,271百万円(前年同四半

期比7.9％減少)となりました。 

また、利益面につきましては、売上高は減少したものの、不採算工事が減少したこと等により、営業

利益は129百万円(前年同四半期比55.6％増加)、経常利益は131百万円(前年同四半期比44.6％増加)とな

り、四半期純利益は58百万円(前年同四半期比86.0％増加)となりました。 

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,545百万円（33.1％）減少し、5,155百万円となりました。

これは主に、現金預金が386百万円、受取手形・完成工事未収入金等が2,182百万円それぞれ減少したこ

と等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて105百万円（2.6％）増加し、4,165百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産のその他が84百万円、投資その他の資産のその他が33百万円それぞれ増加した

こと等によります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2,439百万円（20.7％）減少し、9,320百万円となり

ました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,446百万円（34.3％）減少し、4,692百万円となりました。

これは主に、支払手形・工事未払金等が624百万円、短期借入金が996百万円、未払法人税等が142百万

円、未成工事受入金が641百万円それぞれ減少したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて27百万円（2.4％）減少し、1,104百万円となりました。これ

は主に、長期借入金が28百万円減少したこと等によります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,474百万円（29.9％）減少し、5,797百万円とな

りました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて34百万円（1.0％）増加し、3,523百万円となりました。こ

れは主に、利益剰余金が16百万円、少数株主持分が17百万円それぞれ増加したこと等によります。 

  

業績予想につきましては、平成25年５月15日発表の業績予想に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な不確定要素が内在しているため、予想値と異なる可能性

があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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   

現金預金 2,566,133 2,179,751

受取手形・完成工事未収入金等 4,277,313 2,094,595

未成工事支出金 105,935 92,273

その他のたな卸資産 515,441 501,878

繰延税金資産 63,035 65,088

その他 185,903 233,242

貸倒引当金 △12,739 △11,147

流動資産合計 7,701,022 5,155,681

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 2,542,960 2,542,960

機械、運搬具及び工具器具備品 742,322 742,322

土地 2,731,239 2,731,239

その他 66,231 150,942

減価償却累計額 △2,455,547 △2,466,818

有形固定資産合計 3,627,207 3,700,646

無形固定資産 20,887 20,793

投資その他の資産   

投資有価証券 194,103 194,676

長期貸付金 110,826 107,530

その他 177,598 211,380

貸倒引当金 △71,334 △69,786

投資その他の資産合計 411,193 443,801

固定資産合計 4,059,288 4,165,241

資産合計 11,760,310 9,320,923

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,298,125 2,673,225

短期借入金 2,117,178 1,120,975

未払法人税等 196,549 54,484

未成工事受入金 1,067,087 425,264

賞与引当金 72,753 112,876

役員賞与引当金 29,500 －

完成工事補償引当金 9,478 9,401

工事損失引当金 27,181 10,654

その他 321,820 285,826

流動負債合計 7,139,674 4,692,708
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（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) 

固定負債   

長期借入金 283,691 255,344

再評価に係る繰延税金負債 414,398 414,398

退職給付引当金 14,298 7,531

役員退職慰労引当金 77,117 79,217

資産除去債務 8,294 8,341

負ののれん 42,081 41,104

その他 292,384 299,057

固定負債合計 1,132,265 1,104,995

負債合計 8,271,940 5,797,704

純資産の部   

株主資本   

資本金 635,342 635,342

資本剰余金 23,289 23,289

利益剰余金 1,658,196 1,674,457

自己株式 △17,631 △17,631

株主資本合計 2,299,197 2,315,458

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,539 26,714

土地再評価差額金 657,017 657,017

その他の包括利益累計額合計 682,556 683,732

少数株主持分 506,616 524,028

純資産合計 3,488,370 3,523,219

負債純資産合計 11,760,310 9,320,923
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（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 3,551,695 3,271,699

売上原価 3,192,752 2,886,461

売上総利益 358,943 385,238

販売費及び一般管理費 275,812 255,924

営業利益 83,130 129,313

営業外収益   

受取利息 677 675

受取配当金 497 519

受取保険金 11,266 2,685

貸倒引当金戻入額 46 3,140

その他 5,770 3,499

営業外収益合計 18,257 10,519

営業外費用   

支払利息 5,767 5,261

支払手数料 1,750 1,750

その他 2,777 1,136

営業外費用合計 10,295 8,147

経常利益 91,092 131,686

特別利益   

固定資産売却益 265 －

特別利益合計 265 －

特別損失   

固定資産売却損 110 －

投資有価証券評価損 － 1,249

特別損失合計 110 1,249

税金等調整前四半期純利益 91,247 130,436

法人税、住民税及び事業税 35,020 48,642

法人税等調整額 △2,191 △3,840

法人税等合計 32,828 44,801

少数株主損益調整前四半期純利益 58,419 85,634

少数株主利益 27,218 27,610

四半期純利益 31,200 58,024
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 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 58,419 85,634

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,566 1,177

その他の包括利益合計 △6,566 1,177

四半期包括利益 51,852 86,812

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,629 59,199

少数株主に係る四半期包括利益 27,222 27,612
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ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) 

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額721千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ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) 

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) １ セグメント利益の調整額△4,575千円は、セグメント間の取引に係る調整額であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

（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）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,406,868 99,470 25,951 19,405 3,551,695 ─ 3,551,695

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 1,743 ― ─ 1,743 △1,743 ─

計 3,406,868 101,214 25,951 19,405 3,553,439 △1,743 3,551,695

セグメント利益 29,338 46,347 5,357 1,365 82,409 721 83,130

(単位：千円)

建設事業 不動産事業 ホテル事業 介護事業 合計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額

売上高

外部顧客への売上高 3,120,145 111,657 23,543 16,354 3,271,699 ─ 3,271,699

セグメント間の内部

売上高又は振替高
58,595 1,743 ― ─ 60,339 △60,339 ─

計 3,178,740 113,401 23,543 16,354 3,332,038 △60,339 3,271,699

セグメント利益又は

損失(△)
75,475 56,808 3,377 △1,772 133,889 △4,575 129,313
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① 個別受注実績      (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
(注) １ 受注高は、当該四半期までの累計額 

２ パーセント表示は、前年同四半期増減率(参考)受注実績内訳 

  

(参考)受注実績内訳 

 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。(単位:百万円) 

 
(注) １ 受注高は、当該四半期までの累計額 

２ パーセント表示は構成比率 

  

４．補足情報

（１）四半期個別受注の状況

受注高

25年３月期第１四半期 2,655百万円 △10.7％

26年３月期第１四半期 2,776百万円 4.6％

区    分
平成26年３月期
第１四半期

平成25年３月期
第１四半期

比較増減 増減率

建 
  
設 
  
事 
  
業

土 
  
木

官 公 庁 668 ( 24.0％) 643 (24.2％) 25 3.9％

民   間 54 ( 2.0  ) 65 ( 2.5  ) △10 △16.5  

計 723 (26.0  ) 708 (26.7  ) 14 2.0  

建 
  
築

官 公 庁 1,548 (55.8  ) 342 (12.9  ) 1,205 351.9  

民   間 505 (18.2  ) 1,603 (60.4  ) △1,098 △68.5  

計 2,053 (74.0  ) 1,946 (73.3  ) 107 5.5  

合 
  
計

官 公 庁 2,216 (79.8  ) 986 (37.1  ) 1,230 124.8  

民   間 560 (20.2  ) 1,669 (62.9  ) △1,109 △66.4  

計 2,776 (100.0  ) 2,655 (100.0  ) 121 4.6  
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