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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64期
第１四半期
累計期間

第65期
第１四半期
累計期間

第64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（百万円） 940 1,010 4,385

経常利益（百万円） 6 68 212

四半期（当期）純利益（百万円） 1 42 109

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
－ － －

資本金（百万円） 310 310 310

発行済株式総数（千株） 4,000 4,000 4,000

純資産額（百万円） 8,917 9,017 9,018

総資産額（百万円） 11,594 11,770 12,065

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
0.56 12.13 30.93

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） － － 25

自己資本比率（％） 76.9 76.6 74.8

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。

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（当社及び当社の関連会社）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、主要な関係会社に異動はありません。
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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】

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間の世界経済は、米国では改善の兆しがみられるものの、アジアを中心とした新興国経済の減速

感が鮮明になるなど、先行きは不透明な状況が続いております。

　国内ではデフレ脱却に向けた金融緩和政策の期待から、株高・円安が進み、個人消費や輸出・生産の増加、輸出採算

の改善などの兆候がみられました。　

　このような状況の中、当社の当第１四半期累計期間における売上高は1,010百万円（前年同期比7.4%増）、営業利益

59百万円（前年同期比950.4%増）、経常利益68百万円（前年同期比912.1%増）、四半期純利益42百万円（前年同期比

2,048.3%増）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。

（建築事業）　

　当第１四半期累計期間の受注高は779百万円（前年同期比69.5%増）となり、完成工事高643百万円（前年同期比7.0%

減）、同総利益11百万円（前年同期17百万円損失）となりました。　

（不動産事業）

　当第１四半期累計期間は賃貸事業が堅調に推移し販売用不動産の売上も増加したことにより売上高302百万円（前

年同期比54.5%増）、同総利益110百万円（前年同期比27.6%増）となりました。

（金属製品事業）

　当第１四半期累計期間は売上が増加したことにより売上高63百万円（前年同期比22.3%増）、同総損失0百万円（前

年同期比86.4%損失減）となりました。

（その他事業）

　その他事業は、保険代理店業でありますが、売上高0百万円（前年同期比22.5%増）、同総損失1百万円（前年同期比

3.5%損失増）となりました。 

(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、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題

はありません。

(３）研究開発活動

　研究開発活動は特段行われておりません。　

(４）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営成績の現状と見直し

　当第１四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
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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 8,800,000

計 8,800,000

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13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 4,000,000 4,000,000

東京証券取引所　

JASDAQ

（スタンダード）　

 単元株式数

 100株

計 4,000,000 4,000,000 － －

（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
－ 4,000,000 － 310,000 － 310,093

（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

476,000

－ －

完全議決権株式（その他）
　普通株式

3,518,100
35,181 －

単元未満株式
　普通株式

5,900
－

１単元(100株)未満の

株式

発行済株式総数 4,000,000 － －

総株主の議決権 － 35,181 －

  

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)

サンユー建設㈱

東京都大田区

南雪谷２－17－８
476,000 － 476,000 11.9

計 － 476,000 － 476,000 11.9

  

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）に準拠して作成し、「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、仰星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　　　　　3.0％

売上高基準　　　　2.1％

利益基準　　　     －％

利益剰余金基準　   －％
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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

現金及び預金 1,592,049 1,857,113

受取手形・完成工事未収入金等 583,874 298,994

不動産事業未収入金 23,505 5,996

未成工事支出金 47,131 113,499

販売用不動産 498,445 383,573

不動産事業支出金 782,390 1,019,583

商品及び製品 18,002 16,654

原材料及び貯蔵品 7,518 9,333

仕掛品 12,743 11,274

その他 30,520 74,678

貸倒引当金 △130 △34

流動資産合計 3,596,053 3,790,667

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,166,861 2,139,434

構築物（純額） 32,296 31,445

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 52,818 49,464

土地 3,810,596 3,810,596

リース資産（純額） 21,881 21,153

有形固定資産合計 6,084,453 6,052,096

無形固定資産 27,926 27,695

投資その他の資産

長期貸付金 1,949,181 1,484,134

その他 450,077 457,687

貸倒引当金 △42,400 △42,011

投資その他の資産合計 2,356,859 1,899,811

固定資産合計 8,469,239 7,979,602

資産合計 12,065,293 11,770,270
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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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 792,599 330,377

短期借入金 800,000 800,000

未成工事受入金 115,641 218,295

引当金 3,279 21,596

その他 328,631 381,215

流動負債合計 2,040,151 1,751,484

固定負債

社債 66,000 66,000

退職給付引当金 147,517 142,097

役員退職慰労引当金 103,349 105,249

その他 689,586 687,850

固定負債合計 1,006,453 1,001,197

負債合計 3,046,605 2,752,682

純資産の部

株主資本

資本金 310,000 310,000

資本剰余金 310,093 310,093

利益剰余金 8,773,502 8,763,374

自己株式 △397,084 △397,084

株主資本合計 8,996,512 8,986,384

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22,175 31,203

評価・換算差額等合計 22,175 31,203

純資産合計 9,018,688 9,017,587

負債純資産合計 12,065,293 11,770,270
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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 692,160 643,678

不動産事業売上高 195,862 302,585

兼業事業売上高 52,475 64,160

売上高合計 940,499 1,010,424

売上原価

完成工事原価 709,624 632,610

不動産事業売上原価 108,934 191,694

兼業事業売上原価 55,606 65,872

売上原価合計 874,166 890,178

売上総利益

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △17,463 11,067

不動産事業総利益 86,927 110,891

兼業事業総損失（△） △3,131 △1,712

売上総利益合計 66,332 120,246

販売費及び一般管理費 60,710 61,190

営業利益 5,622 59,056

営業外収益

受取利息 865 9,210

受取配当金 2,548 2,909

その他 1,137 723

営業外収益合計 4,551 12,842

営業外費用

支払利息 2,962 3,083

社債利息 448 243

その他 － 122

営業外費用合計 3,410 3,449

経常利益 6,763 68,449

税引前四半期純利益 6,763 68,449

法人税、住民税及び事業税 400 30,000

法人税等調整額 4,374 △4,280

法人税等合計 4,774 25,719

四半期純利益 1,989 42,730
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 
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）

受取手形裏書譲渡高 16,421千円 21,507千円

  

（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（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 33,627千円 32,898千円

　

（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 52,860 15 平成24年３月31日 平成24年６月29日利益剰余金

　

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 52,859 15 平成25年３月31日 平成25年６月28日利益剰余金

　

（持分法損益等）

　当社の関連会社は、損益等からみて重要性が乏しいため、記載を省略しております。　
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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）

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）

 
報告セグメント その他

（注）
合計

建築　　 不動産 金属製品 計

売上高       

外部顧客への売上高 692,160195,86251,837939,860 638 940,499
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 1,961 1,961 － 1,961

計 692,160195,86253,798941,821 638 942,460

セグメント利益又は損失(△) △17,46386,927△1,700 67,763△1,430 66,332

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店事業であります。　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）　

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 67,763

「その他」の区分の損失(△) △1,430

全社費用（注） △60,710

四半期損益計算書の営業利益 5,622

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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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）

 
報告セグメント その他

（注）
合計

建築　　 不動産 金属製品 計

売上高       

外部顧客への売上高 643,678302,58563,3771,009,6427821,010,424
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 413 413 － 413

計 643,678302,58563,7911,010,0557821,010,838

セグメント利益又は損失(△) 11,067110,891△232 121,726△1,480120,246

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店事業であります。　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）　

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 121,726

「その他」の区分の損失(△) △1,480

全社費用（注） △61,190

四半期損益計算書の営業利益 59,056

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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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     56銭 12円13銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 1,989 42,730

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） 1,989 42,730

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,524 3,523

　　　（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】

　該当事項はありません。
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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12日

サンユー建設株式会社

取締役会　御中

仰星監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 山﨑　清孝　　印

 
代表社員
業務執行社員　

 公認会計士 榎本　尚子　　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」に掲げられているサンユー建設株式
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65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、サンユー建設株式会社の平成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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