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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68期

第１四半期
累計期間

第69期
第１四半期
累計期間

第68期

会計期間

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　６月30日

自平成29年
　４月１日
至平成29年
　６月30日

自平成28年
　４月１日
至平成29年
　３月31日

売上高 （百万円） 1,519 1,967 7,820

経常利益 （百万円） 130 98 701

四半期（当期）純利益 （百万円） 89 67 484

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） 9,294 9,700 9,682

総資産額 （百万円） 11,486 11,953 12,377

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 25.38 19.23 137.57

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） － － 25.00

自己資本比率 （％） 80.9 81.1 78.2

　（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１四半期累計期間における我が国の経済は、海外経済の不確実性や金融市場の影響など、先行き不透明な状況

が見られるものの、一部では雇用・所得環境の改善などにより緩やかな回復基調が続いています。

　建設業界におきましては、公共投資は東京五輪に向け底堅く推移し、民間投資についても、住宅建設や企業の設備

投資に持ち直しの動きがみられました。一方で建設労働者不足や資機材価格の動向等については、引き続き予断を許

さない経営環境が続きました。

　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1,967百万円（前年同期比29.5%増）、営業利

益91百万円（前年同期比26.7%減）、経常利益98百万円（前年同期比24.3%減）、四半期純利益67百万円（前年同期比

24.3%減）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896百万円（前年同期比26.7%増）となり、完成工事高952百万円（前年同期比

50.2%増）、同総利益34百万円（前年同期比12.0%増）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分譲販売も増加したことにより売上高823百万円

（前年同期比21.8%増）、同総利益148百万円（前年同期比13.9%減）となりました。

（金属製品事業）

　当第１四半期累計期間は鋼製型枠パネルの売上減少により売上高101百万円（前年同期比17.4%減）、同総損失2百

万円（前年同期10百万円利益）となりました。

（その他事業）

　その他事業は、保険代理店業及びホテル事業でありますが、売上高90百万円（前年同期比5.1%増）、同総利益3百

万円（前年同期0百万損失）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29年6月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８月14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29年４月１日～

平成29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。

 

EDINET提出書類

サンユー建設株式会社(E00101)

四半期報告書

 4/15



（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29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29年６月30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

476,300

－ －

完全議決権株式（その他）
　普通株式

3,518,400
35,184 －

単元未満株式
　普通株式

5,300
－

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 － 35,184 －

 

②【自己株式等】

平成29年６月30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
476,300 － 476,300 11.91

計 － 476,300 － 476,300 11.91

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

サンユー建設株式会社(E00101)

四半期報告書

 5/15



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29年４月１日から平成29

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29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　　　 　  3.60％

売上高基準　　 　  2.65％

利益基準　　　     4.01％

利益剰余金基準　   0.78％
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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29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,898,151 2,152,383

受取手形・完成工事未収入金等 534,368 552,012

未成工事支出金 39,032 134,133

販売用不動産 1,148,212 595,818

不動産事業支出金 657,009 1,128,078

商品及び製品 17,285 15,846

原材料及び貯蔵品 13,791 11,075

仕掛品 9,613 11,425

その他 17,671 64,556

貸倒引当金 △2,840 △2,970

流動資産合計 5,332,296 4,662,360

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,928,832 1,906,927

構築物（純額） 26,572 25,838

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 41,926 39,514

土地 4,128,030 4,128,030

リース資産（純額） 17,142 16,488

建設仮勘定 359,091 616,903

有形固定資産合計 6,501,596 6,733,703

無形固定資産 56,416 55,648

投資その他の資産   

その他 486,866 502,024

貸倒引当金 △100 △90

投資その他の資産合計 486,766 501,934

固定資産合計 7,044,779 7,291,286

資産合計 12,377,076 11,953,647

 

EDINET提出書類

サンユー建設株式会社(E00101)

四半期報告書

 7/15



 

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 724,977 603,830

短期借入金 300,000 300,000

未成工事受入金 155,088 157,851

引当金 4,671 29,788

その他 526,138 292,218

流動負債合計 1,710,876 1,383,688

固定負債   

退職給付引当金 172,857 206,095

役員退職慰労引当金 120,616 123,016

その他 690,063 540,759

固定負債合計 983,538 869,871

負債合計 2,694,415 2,253,560

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 9,404,251 9,419,139

自己株式 △397,290 △397,290

株主資本合計 9,627,055 9,641,942

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55,606 58,144

評価・換算差額等合計 55,606 58,144

純資産合計 9,682,661 9,700,087

負債純資産合計 12,377,076 11,953,647
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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28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高   

完成工事高 634,083 952,274

不動産事業売上高 675,935 823,308

兼業事業売上高 209,527 192,323

売上高合計 1,519,546 1,967,905

売上原価   

完成工事原価 603,666 918,214

不動産事業売上原価 502,938 674,394

兼業事業売上原価 200,135 191,319

売上原価合計 1,306,740 1,783,928

売上総利益   

完成工事総利益 30,417 34,059

不動産事業総利益 172,997 148,913

兼業事業総利益 9,391 1,004

売上総利益合計 212,805 183,976

販売費及び一般管理費 88,121 92,597

営業利益 124,684 91,378

営業外収益   

受取利息 2,263 97

受取配当金 3,769 4,298

受取遅延損害金 － 3,000

その他 488 613

営業外収益合計 6,521 8,009

営業外費用   

支払利息 1,017 641

その他 － 215

営業外費用合計 1,017 856

経常利益 130,188 98,531

税引前四半期純利益 130,188 98,531

法人税、住民税及び事業税 22,000 40,000

法人税等調整額 18,753 △9,212

法人税等合計 40,753 30,787

四半期純利益 89,434 67,743
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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29年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成29年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 11,492千円 19,425千円

 

（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28年４月１日
至 平成28年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

減価償却費 29,880千円 27,070千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28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28年６月28日

定時株主総会
普通株式 52,855 15  平成28年３月31日  平成28年６月29日 利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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29年６月28日

定時株主総会
普通株式 52,855 15  平成29年３月31日  平成29年６月29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28年４月１日 至平成28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 634,083 675,935 123,515 1,433,534 86,011 1,519,546

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 2,475 2,475 － 2,475

計 634,083 675,935 125,990 1,436,009 86,011 1,522,021

セグメント利益又は損失(△) 30,417 172,997 10,315 213,729 △923 212,805

（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、保険代理店事業及びホテル事業

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 213,729

「その他」の区分の損失(△) △923

全社費用（注） △88,121

四半期損益計算書の営業利益 124,684

（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29年４月１日 至平成29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 952,274 823,308 101,964 1,877,546 90,358 1,967,905

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 6,301 6,301 － 6,301

計 952,274 823,308 108,265 1,883,847 90,358 1,974,206

セグメント利益又は損失(△) 34,059 148,913 △2,391 180,581 3,395 183,976

（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、保険代理店事業及びホテル事業

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 180,581

「その他」の区分の利益 3,395

全社費用（注） △92,597

四半期損益計算書の営業利益 91,378

（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28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 25円38銭 19円23銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 89,434 67,743

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） 89,434 67,743

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,523 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。

 

EDINET提出書類

サンユー建設株式会社(E00101)

四半期報告書

13/15



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29年８月14日

サンユー建設株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 金井　匡志　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 原 　伸夫　　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29年４月１日から平成30年３月31日までの第69期事業年度の第１四半期会計期間（平成29年４月１日から平
成29年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29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29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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