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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第71期

第１四半期累計期間
第72期

第１四半期累計期間
第71期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 8,286,229 8,679,408 41,670,591

経常利益（千円） 629,347 838,980 4,192,119

四半期（当期）純利益（千円） 380,347 481,285 2,571,121

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 3,302,375 3,302,375 3,302,375

発行済株式総数（株） 20,858,491 20,858,491 20,858,491

純資産額（千円） 36,393,524 39,700,559 39,522,009

総資産額（千円） 46,274,919 50,334,744 51,738,081

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
18.55 23.37 125.09

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 19.00

自己資本比率（％） 78.65 78.87 76.39

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

      ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

      ３．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

　　　４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

      　

　

２【事業の内容】

  当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第１四半期累計期間の売上高は、前第１四半期累計期間比３億９千３百万円（4.7％増）増収の86億７千９百万

円となりました。これは、前事業年度からの繰越工事高が増加したことを主因としたものであります。

　売上総利益は、前第１四半期累計期間比１億９千７百万円（16.0％増）増益の14億２千９百万円となりました。こ

れは、完成工事総利益率の改善や売上高の増加を主因としたものであります。

　販売費及び一般管理費は、前第１四半期累計期間比１百万円（0.2％増）増加の６億８千１百万円となりました。

　これにより、営業利益は、前第１四半期累計期間比１億９千６百万円（35.5％増）増益の７億４千８百万円とな

り、経常利益は、前第１四半期累計期間比２億９百万円（33.3％増）増益の８億３千８百万円となりました。

　四半期純利益は、不動産の時価下落に伴い減損損失を特別損失に計上した結果、前第１四半期累計期間比１億円

（26.5％増）増益の４億８千１百万円となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

（建設事業）　

　建設事業売上高は、前第１四半期累計期間比３億９千４百万円（4.8％増）増収の85億３千３百万円となりまし

た。これは、前事業年度からの繰越工事高が増加したことを主因としたものであります。また、セグメント利益は、前

第１四半期累計期間比１億９千万円（36.7％増）増益の７億１千１百万円となりました。これは、完成工事総利益

率の改善や完成工事高の増加を主因としたものであります。

（不動産事業）　

　不動産事業売上高は、前第１四半期累計期間比１百万円（0.9％減）減収の１億４千５百万円となりました。また、

セグメント利益は、前第１四半期累計期間比５百万円（16.3％増）増益の３千６百万円となりました。これは、減価

償却費の減少を主因としたものであります。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3) 研究開発活動

（建設事業）

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、8,866千円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（不動産事業）

　研究開発活動は、特段行われておりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 51,000,000

計 51,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,858,491 20,858,491

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 20,858,491 20,858,491 － －

　

（2）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（4）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 20,858,491 － 3,302,375 － 3,338,395

　

（6）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（7）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　

①【発行済株式】

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　 270,900　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  20,544,500 205,445 －

単元未満株式
普通株式      43,091

　
－ －

発行済株式総数 20,858,491 － －

総株主の議決権 － 205,445 －

（注）証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式（その他）」の欄に400株（議決権の数４個）、「単元未満

株式」の欄に16株それぞれ含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

第一建設工業株式

会社

　

新潟市中央区八千

代一丁目４番34号

　

270,900

　

－

　

270,900

　

1.29

計 － 270,900 － 270,900 1.29

（注）当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は270,937株となっております。 

　

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四

半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　　1.38％

売上高基準　　　　　0.87％

利益基準　　　　　　2.29％

利益剰余金基準　　　1.58％
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１【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１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 9,887,624 9,995,607

受取手形・完成工事未収入金等 15,546,650 11,405,004

有価証券 5,542,054 8,091,279

販売用不動産 79,034 79,034

未成工事支出金 280,849 636,749

繰延税金資産 337,958 337,986

その他 1,154,742 1,180,201

貸倒引当金 △1,660 △1,200

流動資産合計 32,827,254 31,724,662

固定資産

有形固定資産 11,341,228 10,934,391

無形固定資産 65,848 60,748

投資その他の資産

投資有価証券 6,999,591 7,156,392

繰延税金資産 163,876 115,408

その他 ※1
 341,381

※1
 344,240

貸倒引当金 △1,100 △1,100

投資その他の資産合計 7,503,750 7,614,941

固定資産合計 18,910,827 18,610,082

資産合計 51,738,081 50,334,744

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 8,034,598 6,934,841

未払法人税等 1,194,792 347,632

未成工事受入金 333,177 421,397

引当金 36,222 14,120

その他 1,461,899 1,768,745

流動負債合計 11,060,689 9,486,737

固定負債

退職給付引当金 892,188 888,007

資産除去債務 41,284 41,506

その他 221,908 217,933

固定負債合計 1,155,381 1,147,447

負債合計 12,216,071 10,634,184
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,302,375 3,302,375

資本剰余金 3,338,395 3,338,395

利益剰余金 31,905,535 31,995,657

自己株式 △191,909 △191,909

株主資本合計 38,354,396 38,444,518

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,167,613 1,256,040

評価・換算差額等合計 1,167,613 1,256,040

純資産合計 39,522,009 39,700,559

負債純資産合計 51,738,081 50,334,744
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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４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高

完成工事高 8,139,137 8,533,706

不動産事業売上高 147,092 145,701

売上高合計 8,286,229 8,679,408

売上原価

完成工事原価 6,951,411 7,152,680

不動産事業売上原価 103,053 97,426

売上原価合計 7,054,464 7,250,107

売上総利益

完成工事総利益 1,187,725 1,381,025

不動産事業総利益 44,039 48,275

売上総利益合計 1,231,765 1,429,300

販売費及び一般管理費 679,683 681,099

営業利益 552,081 748,201

営業外収益

受取利息 4,501 4,916

受取配当金 52,470 56,683

受取保険金 12,814 20,265

その他 10,088 8,912

営業外収益合計 79,875 90,779

営業外費用

支払利息 333 －

投資有価証券評価損 2,275 －

営業外費用合計 2,609 －

経常利益 629,347 838,980

特別損失

減損損失 － 42,694

特別損失合計 － 42,694

税引前四半期純利益 629,347 796,285

法人税等 249,000 315,000

四半期純利益 380,347 481,285
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【注記事項】

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　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。

　　

（四半期貸借対照表関係）

※１　投資その他の資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額は、次のとおりであります。

　
　

前事業年度
（平成25年３月31日）

当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

その他 4,647千円 4,647千円

　「その他」中から直接控除している貸倒引当金は、破産更生債権等であります。

　

　２　保証債務

(1) 下記の会社の金融機関等からの借入に対して保証を行っており、保証額は次のとおりであります。

　なお、（　）内には共同保証総額を記載しております。　

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

㈱カイハツ 35,913千円 30,326千円

（351,952千円） （297,196千円）

　

(2) 下記の得意先が行うマンション購入者への手付金保証契約に対する保証を行っており、保証額は次のとおりで

あります。　

　
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

㈱タカラレーベン 93,830千円 154,130千円

　

　３　訴訟

前事業年度（平成25年３月31日）

　当社が施工した朱鷺メッセ連絡通路の一部が落下した事故について、平成16年９月７日付（訴状通達は17日）

で、新潟県から民法第719条の「連帯して全部の責任を負う」共同不法行為を根拠法令として工事の設計、工事監

理、施工を行った関係６社に対して８億９千４百万円の損害賠償請求訴訟の提起がなされておりましたが、平成

24年３月26日付で原告の請求を棄却する判決が下されました。

　この原審での判決に対して、原告から同判決を不服として平成24年４月９日付で控訴の提起がなされました。平

成24年７月17日付で提出された控訴理由書においては、民法第415条の債務不履行責任及び同法第719条の共同不

法行為を根拠法令として工事の設計、工事監理、施工を行った当社を含む関係３社に対して８億９千４百万円の

損害賠償の請求がなされており、現在も訴訟手続き中であります。

　当社といたしましては、訴訟のなかで当社の正当性を主張してゆく方針であります。

　

当第１四半期会計期間（平成25年６月30日）

　当社が施工した朱鷺メッセ連絡通路の一部が落下した事故について、平成16年９月７日付（訴状通達は17日）

で、新潟県から民法第719条の「連帯して全部の責任を負う」共同不法行為を根拠法令として工事の設計、工事監

理、施工を行った関係６社に対して８億９千４百万円の損害賠償請求訴訟の提起がなされておりましたが、平成

24年３月26日付で原告の請求を棄却する判決が下されました。

　この原審での判決に対して、原告から同判決を不服として平成24年４月９日付で控訴の提起がなされました。平

成24年７月17日付で提出された控訴理由書においては、民法第415条の債務不履行責任及び同法第719条の共同不

法行為を根拠法令として工事の設計、工事監理、施工を行った当社を含む関係３社に対して８億９千４百万円の

損害賠償の請求がなされており、現在も訴訟手続き中であります。

　当社といたしましては、訴訟のなかで当社の正当性を主張してゆく方針であります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 398,420千円 374,988千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 409,58720 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金　

（注）配当金の総額には、野村信託銀行株式会社（社員持株会専用信託口）（以下「信託口」という。）に対する配当

金3,622千円を含めておりません。これは、信託口に対する新株式の発行及び自己株式処分について保守的な観点

から、当社と信託口は一体であるとの会計処理をしており、信託口が所有する当社株式を自己株式に含めている

ためであります。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 391,16319 平成25年３月31日平成25年６月28日利益剰余金　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（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又は損失の金額に関する情報

　 　 　 （単位：千円）

　 建設事業 不動産事業 合計

売上高 　 　 　

外部顧客への売上高 8,139,137 147,092 8,286,229

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 8,139,137 147,092 8,286,229

セグメント利益 520,347 31,734 552,081

（注）セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致いたします。

　　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６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

　 　 　 （単位：千円）

　 建設事業 不動産事業 合計

売上高 　 　 　

外部顧客への売上高 8,533,706 145,701 8,679,408

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 8,533,706 145,701 8,679,408

セグメント利益 711,300 36,900 748,201

（注）セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の営業利益と一致いたします。

　

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「不動産事業」セグメントにおいて、賃貸不動産に係る減損損失を特別損失に計上しております。な

お、当該減損損失の計上額は、当第１四半期累計期間においては42,694千円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 18円55銭 23円37銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 380,347 481,285

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 380,347 481,285

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,496 20,587

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

　

２【その他】

　当社が施工した朱鷺メッセ連絡通路の一部が落下した事故について、平成16年９月７日付（訴状通達は17日）で、新

潟県から民法第719条の「連帯して全部の責任を負う」共同不法行為を根拠法令として工事の設計、工事監理、施工を

行った関係６社に対して８億９千４百万円の損害賠償請求訴訟の提起がなされておりましたが、平成24年３月26日付

で原告の請求を棄却する判決が下されました。

　この原審での判決に対して、原告から同判決を不服として平成24年４月９日付で控訴の提起がなされました。平成24

年７月17日付で提出された控訴理由書においては、民法第415条の債務不履行責任及び同法第719条の共同不法行為を

根拠法令として工事の設計、工事監理、施工を行った当社を含む関係３社に対して８億９千４百万円の損害賠償の請

求がなされており、現在も訴訟手続き中であります。

　当社といたしましては、訴訟のなかで当社の正当性を主張してゆく方針であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月８日

第一建設工業株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 五十嵐　朗　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 塚田　一誠　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている第一建設工業株式
会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第72期事業年度の第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平
成25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、
すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半
期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表の作成基準に準拠して、第一建設工業株式会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
かった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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