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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76期

第３四半期累計期間
第77期

第３四半期累計期間
第76期

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年12月31日

自平成30年４月１日
至平成30年12月31日

自平成29年４月１日
至平成30年３月31日

売上高 （千円） 36,709,795 37,221,598 50,616,139

経常利益 （千円） 4,558,848 4,180,344 6,346,525

四半期（当期）純利益 （千円） 3,079,448 2,842,542 4,462,237

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） 55,922,895 58,699,688 56,860,876

総資産額 （千円） 68,223,869 68,121,044 68,534,579

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 149.58 138.35 216.75

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 30.00

自己資本比率 （％） 81.97 86.17 82.97

 

回次
第76期

第３四半期会計期間
第77期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

自平成30年10月１日
至平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 66.73 55.63

（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）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会

計期間の期首から適用しており、前第３四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等については、

当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

２【事業の内容】

 当第３四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３四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【経営者による財政状態、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判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①財政状態

　当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末比４億１千３百万円（0.6％減）減少の681億２千１百万円

となりました。これは、現金預金や材料貯蔵品が増加したものの、工事代金の回収に伴い受取手形・完成工事未収

入金等が減少したことを主な要因としたものであります。

　負債合計は、前事業年度末比22億５千２百万円（19.3％減）減少の94億２千１百万円となりました。これは、支

払手形・工事未払金等の減少や法人税等の納付に伴う未払法人税等の減少を主な要因としたものであります。

　純資産合計は、前事業年度末比18億３千８百万円（3.2％増）増加の586億９千９百万円となりました。これは、

利益剰余金の増加を主な要因としたものであります。

 

②経営成績

　当第３四半期累計期間の売上高は、前第３四半期累計期間比５億１千１百万円（1.4％増）増収の372億２千１百

万円となりました。これは、当第３四半期累計期間に受注した工事の進捗に伴う施工高の増加を主な要因としたも

のであります。

　売上総利益は、前第３四半期累計期間比２億７千３百万円（4.3％減）減益の60億５千３百万円となりました。

これは、売上高が増加したものの、完成工事総利益率が低下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３四半期累計期間比１億２千１百万円（6.1％増）増加の21億２千１百万円とな

りました。これは、研究開発や広告宣伝に伴う費用の増加を主な要因としたものであります。

　これにより、営業利益は、前第３四半期累計期間比３億９千５百万円（9.1％減）減益の39億３千２百万円、経

常利益は、前第３四半期累計期間比３億７千８百万円（8.3％減）減益の41億８千万円、四半期純利益は、前第３

四半期累計期間比２億３千６百万円（7.7％減）減益の28億４千２百万円となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（建設事業）

　建設事業売上高は、前第３四半期累計期間比５億１千７百万円（1.4％増）増収の366億５千８百万円となりまし

た。これは、当第３四半期累計期間に受注した工事の進捗に伴う施工高の増加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３四半期累計期間比３億９千３百万円（9.6％減）減益の37億２千１百万円となり

ました。これは、売上高が増加したものの、完成工事総利益率が低下したことを主な要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３四半期累計期間比５百万円（0.9％減）減収の５億６千３百万円となりました。こ

れは、賃貸用不動産の売上高の減少によるものであります。また、セグメント利益は、前第３四半期累計期間比１

百万円（0.9％減）減益の２億１千万円となりました。これは、売上高の減少を主な要因としたものであります。

 

(2) 経営方針・経営戦略等

　当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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。

 

(4) 研究開発活動

（建設事業）

　当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、114,875千円であります。

　なお、当第３四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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３【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成30年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成31年２月８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】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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30年10月１日～

平成30年12月31日
－ 20,858,491 － 3,302,375 － 3,338,395

 

（5）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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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（6）【議決権の状況】

　当第３四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30年９月30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30年12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    328,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,495,700 204,957 －

単元未満株式 普通株式     34,291 － －

発行済株式総数 20,858,491 － －

総株主の議決権 － 204,957 －

（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30年12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
328,500 － 328,500 1.57

計 － 328,500 － 328,500 1.57

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は328,620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３四半期会計期間（平成30年10月１日から平成30

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、EY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。

なお、新日本有限責任監査法人は平成30年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しておりま

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　　　　　　1.79％

売上高基準　　　　　0.96％

利益基準　　　　　　2.36％

利益剰余金基準　　　2.03％
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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30年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 10,499,223 10,770,482

受取手形・完成工事未収入金等 22,507,178 21,277,323

有価証券 10,600,378 10,800,537

販売用不動産 58,266 58,266

未成工事支出金 317,911 472,795

材料貯蔵品 322,534 687,064

その他 919,762 1,295,891

貸倒引当金 △2,350 △2,220

流動資産合計 45,222,904 45,360,140

固定資産   

有形固定資産 12,544,445 12,277,681

無形固定資産 76,389 63,598

投資その他の資産   

投資有価証券 10,426,123 10,023,813

繰延税金資産 － 125,094

その他 ※１ 266,642 ※１ 272,641

貸倒引当金 △1,925 △1,925

投資その他の資産合計 10,690,840 10,419,624

固定資産合計 23,311,675 22,760,904

資産合計 68,534,579 68,121,044

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,527,477 5,274,807

未払法人税等 1,306,187 354,567

未成工事受入金 262,165 208,606

引当金 797,181 262,231

その他 766,169 1,241,173

流動負債合計 9,659,181 7,341,386

固定負債   

繰延税金負債 405 －

退職給付引当金 1,472,405 1,529,448

資産除去債務 97,616 98,571

その他 444,094 451,949

固定負債合計 2,014,521 2,079,969

負債合計 11,673,703 9,421,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,302,375 3,302,375

資本剰余金 3,338,425 3,338,425

利益剰余金 47,244,939 49,469,887

自己株式 △193,475 △293,636

株主資本合計 53,692,265 55,817,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,168,611 2,882,636

評価・換算差額等合計 3,168,611 2,882,636

純資産合計 56,860,876 58,699,688

負債純資産合計 68,534,579 68,121,044
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

 当第３四半期累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年12月31日)

売上高   

完成工事高 36,141,246 36,658,364

不動産事業売上高 568,548 563,233

売上高合計 36,709,795 37,221,598

売上原価   

完成工事原価 30,065,005 30,854,231

不動産事業売上原価 317,518 313,664

売上原価合計 30,382,524 31,167,896

売上総利益   

完成工事総利益 6,076,241 5,804,132

不動産事業総利益 251,029 249,569

売上総利益合計 6,327,271 6,053,702

販売費及び一般管理費 1,999,658 2,121,433

営業利益 4,327,612 3,932,268

営業外収益   

受取利息 8,344 7,253

受取配当金 142,165 161,793

受取保険金 41,978 60,946

その他 38,747 22,651

営業外収益合計 231,235 252,644

営業外費用   

有価証券売却損 － 4,568

営業外費用合計 － 4,568

経常利益 4,558,848 4,180,344

特別利益   

固定資産売却益 － 6,510

特別利益合計 － 6,510

特別損失   

固定資産除却損 16,399 312

特別損失合計 16,399 312

税引前四半期純利益 4,542,448 4,186,542

法人税等 1,463,000 1,344,000

四半期純利益 3,079,448 2,842,542
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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３四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。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。

 

（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30年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成30年12月31日）

その他 120千円 120千円

　「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30年３月31日）
当第３四半期会計期間
（平成30年12月31日）

東邦ハウジング㈱ －千円 57,450千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四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３四半期累計期

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３四半期累計期間

（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

減価償却費 1,102,112千円 1,115,551千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年12月31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 535,261 26 平成29年３月31日平成29年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成30年４月１日　至平成30年12月31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30年６月27日

定時株主総会
普通株式 617,594 30 平成30年３月31日平成30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３四半期累計期間（自平成29年４月１日　至平成29年12月31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 36,141,246 568,548 36,709,795

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 36,141,246 568,548 36,709,795

セグメント利益 4,115,143 212,468 4,327,612

（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３四半期累計期間（自平成30年４月１日　至平成30年12月31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 36,658,364 563,233 37,221,598

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － －

計 36,658,364 563,233 37,221,598

セグメント利益 3,721,732 210,535 3,932,268

（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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年12月31日）

１株当たり四半期純利益 149円58銭 138円35銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 3,079,448 2,842,542

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（千円） 3,079,448 2,842,542

普通株式の期中平均株式数（千株） 20,586 20,545

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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31年２月７日

第一建設工業株式会社

取締役会　御中

 

EY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 野田　裕一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大島　伸一　　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30年４月１日から平成31年３月31日までの第77期事業年度の第３四半期会計期間（平成30年10月１日から平
成30年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31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30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する第３四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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