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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73期

第１四半期累計期間
第74期

第１四半期累計期間
第73期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （千円） 9,049,892 9,843,803 48,584,309

経常利益 （千円） 1,042,294 1,010,316 5,744,153

四半期（当期）純利益 （千円） 661,294 660,522 3,580,607

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） 42,975,707 47,164,628 46,814,857

総資産額 （千円） 53,831,596 58,767,540 60,465,507

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 32.12 32.08 173.92

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） － － 24.00

自己資本比率 （％） 79.83 80.26 77.42

（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、新たな事業等のリスクの発生、または、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の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７億９千３百万円（8.8％増）増収の98億４千３百

万円となりました。これは、前事業年度からの繰越工事の進捗に伴い施工高が増加したことを主な要因としたもの

であります。

　売上総利益は、前第１四半期累計期間比１千７百万円（1.1％増）増益の16億１百万円となりました。これは、

売上高が増加したことを主な要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２千８百万円（4.4％増）増加の６億８千９百万円となりま

した。

　これにより、営業利益は、前第１四半期累計期間比１千１百万円（1.3％減）減益の９億１千２百万円、経常利

益は、前第１四半期累計期間比３千１百万円（3.1％減）減益の10億１千万円となりました。

　四半期純利益は、見積実効税率が低下したことにより、前第１四半期累計期間比0.7百万円（0.1％減）減益の６

億６千万円となりました。

　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７億９千５百万円（8.9％増）増収の96億８千４百万円となりまし

た。これは、前事業年度からの繰越工事の進捗に伴い施工高が増加したことを主な要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８百万円（1.0％減）減益の８億５千５百万円となりました。こ

れは、売上高の増加等により完成工事総利益が増益となったものの、販売費及び一般管理費の増加がこれを上回っ

たことによるものであります。

（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（0.7％減）減収の１億５千９百万円となりました。こ

れは、賃貸用不動産の売上高が減少したことを主な要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２百万円（4.8％減）減益の５千７百万円となりました。これは、売上高の減少や賃貸用不動産

の修繕費増加等によるものであります。

 

(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、8,729千円であります。

　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27年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年８月10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27年４月１日～

平成27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27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27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） 普通株式    271,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,548,100 205,481 －

単元未満株式 普通株式     39,191 － －

発行済株式総数 20,858,491 － －

総株主の議決権 － 205,481 －

（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27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（％）

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
271,200 － 271,200 1.30

計 － 271,200 － 271,200 1.30

（注）当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は271,238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27年４月１日から平成27

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27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　　　　　　1.45％

売上高基準　　　　　1.42％

利益基準　　　　　　3.24％

利益剰余金基準　　　1.67％
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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27年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 8,845,657 11,491,566

受取手形・完成工事未収入金等 23,596,943 13,274,458

有価証券 4,532,877 9,582,321

販売用不動産 683,299 683,299

未成工事支出金 235,109 351,983

不動産事業支出金 449,651 649,595

繰延税金資産 337,341 337,372

その他 1,136,796 1,721,809

貸倒引当金 △2,440 △1,420

流動資産合計 39,815,237 38,090,986

固定資産   

有形固定資産 11,366,789 11,104,603

無形固定資産 51,113 48,360

投資その他の資産   

投資有価証券 8,898,451 9,185,630

その他 ※１ 335,015 ※１ 339,058

貸倒引当金 △1,100 △1,100

投資その他の資産合計 9,232,367 9,523,589

固定資産合計 20,650,270 20,676,553

資産合計 60,465,507 58,767,540

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 7,849,242 6,855,258

未払法人税等 1,039,237 370,745

未成工事受入金 92,331 319,752

引当金 77,047 39,560

その他 2,616,623 1,995,829

流動負債合計 11,674,481 9,581,146

固定負債   

繰延税金負債 313,751 400,453

退職給付引当金 1,272,675 1,281,098

資産除去債務 44,787 45,024

その他 344,953 295,188

固定負債合計 1,976,168 2,021,764

負債合計 13,650,650 11,602,911

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 37,730,018 37,896,446

自己株式 △192,422 △192,422

株主資本合計 44,178,367 44,344,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,636,489 2,819,832

評価・換算差額等合計 2,636,489 2,819,832

純資産合計 46,814,857 47,164,628

負債純資産合計 60,465,507 58,767,540
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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26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高   

完成工事高 8,889,500 9,684,533

不動産事業売上高 160,392 159,270

売上高合計 9,049,892 9,843,803

売上原価   

完成工事原価 7,376,457 8,152,053

不動産事業売上原価 89,271 90,492

売上原価合計 7,465,729 8,242,546

売上総利益   

完成工事総利益 1,513,042 1,532,479

不動産事業総利益 71,120 68,777

売上総利益合計 1,584,163 1,601,257

販売費及び一般管理費 660,127 689,032

営業利益 924,035 912,224

営業外収益   

受取利息 4,453 4,986

受取配当金 70,418 73,291

その他 43,387 19,813

営業外収益合計 118,259 98,091

経常利益 1,042,294 1,010,316

特別損失   

固定資産除却損 － 2,794

特別損失合計 － 2,794

税引前四半期純利益 1,042,294 1,007,522

法人税等 381,000 347,000

四半期純利益 661,294 660,522
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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27年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成27年６月30日）

その他 150千円 150千円

　「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

　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27年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成27年６月30日）

アートプランニング㈱ 64,740千円 77,650千円

 

（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（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26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

減価償却費 345,728千円 394,122千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成26年４月１日　至平成26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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 452,923 22 平成26年３月31日平成26年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成27年４月１日　至平成27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27年６月26日

定時株主総会
普通株式 494,094 24 平成27年３月31日平成27年６月29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26年４月１日　至平成26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 8,889,500 160,392 9,049,892

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 8,889,500 160,392 9,049,892

セグメント利益 864,182 59,852 924,035

（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27年４月１日　至平成27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 9,684,533 159,270 9,843,803

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 9,684,533 159,270 9,843,803

セグメント利益 855,216 57,008 912,224

（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。

 

（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26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 32円12銭 32円08銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 661,294 660,522

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） 661,294 660,522

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,587 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】

　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27年８月７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 塚田　一誠　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 清水　栄一　　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27年４月１日から平成28年３月31日までの第74期事業年度の第１四半期会計期間（平成27年４月１日から平
成27年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27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27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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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