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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 5,655 7.9 △146 ― △144 ― △97 ―
25年3月期第1四半期 5,239 △3.5 △114 ― △116 ― △83 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △96百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △83百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 △5.26 ―
25年3月期第1四半期 △4.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 19,982 5,228 26.0 279.62
25年3月期 22,749 5,362 23.4 286.97
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,186百万円 25年3月期  5,323百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 12,250 △0.9 △140 ― △140 ― △115 ― △6.20
通期 32,400 △1.4 870 △17.5 870 △18.4 410 △25.2 22.10



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があ
ります。 
なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 18,555,000 株 25年3月期 18,555,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 5,973 株 25年3月期 5,973 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 18,549,027 株 25年3月期1Q 18,549,691 株



個別業績予想 

(％表示は通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 当四半期における個別業績予想の修正有無 ： 無 

  

１．業績予想につきまして、現時点においては、「平成25年３月期 決算短信」(平成25年５月15日付)

にて公表したものから変更はありません。 

２．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 平成26年3月期の個別業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

第２四半期(累計) 12,000 0.0 △130 ― △111 ― △5.98

通期 31,500 △1.3 850 △16.7 400 △24.8 21.56

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権発足後の積極的な経済政策や過去 大の金融

緩和が好感され、株高と円安が進行し企業収益・個人消費ともに回復基調を示す等、緩やかに持ち直して

おります。しかしながら、実体経済への波及は十分ではなく、市場は株価・為替とも乱高下を繰り返す不

安定な状態が続き、また、欧州の債務問題や新興国経済の減速懸念など景気の下振れリスクも存在するな

ど、いまだ力強さに欠ける状態となっております。            

道路建設業界におきましては、復興需要の本格化にともない「労務・資機材インフレ」が懸念されるも

のの、政府による緊急経済対策が実行段階に入り、震災復興関連をともなう公共事業は増加基調にあり、

また、民間建設投資においても緩やかな回復基調が継続しており、総じて堅調に推移しております。 

このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)は、平成25年４月より

「強靭な企業体質の創造」をコンセプトに掲げた「新中期経営計画(26/3期～28/3期)をスタートさせ、そ

の基本方針に基づいた諸施策を推進し、収益の源泉となる事業量の確保と質の向上を図るとともに、市場

性を捉えた投資・経営資源の配分を進め、利益確保に努めてまいりました。 

当社グループの第１四半期連結累計期間の業績は、受注高は66億20百万円(前年同期比1.9％減少)、売

上高は56億55百万円(前年同期比7.9％増加)、経常損失は１億44百万円(前年同期は経常損失１億16百万

円)、四半期純損失は97百万円(前年同期は四半期純損失83百万円)となりました。 

  

なお、「新中期経営計画」の詳細につきましては、平成25年４月公表の「新中期経営計画策定のお知ら

せ」をご参照ください。 

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比べ27億66百万円減少して199億82

百万円となりました。これは、受取手形・完成工事未収入金等が減少したこと等によります。 

負債合計は、同26億32百万円減少して147億54百万円となりました。これは、支払手形・工事未払金

等が減少したこと等によります。 

純資産合計は、四半期純損失97百万円の計上、剰余金の配当等により同１億33百万円減少して52億28

百万円となりました。 

  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月15日公表の連結業績予想値に変更はあり

ません。 

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する説明

(2) 連結財政状態に関する説明

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

 （税金費用の計算） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計

算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

 （会計方針の変更等） 

  有形固定資産の減価償却方法の変更 

当社の有形固定資産の減価償却の方法については、建物及びリース資産を除き定率法を採用し

ておりましたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。  

当社は、道路建設業界の市場環境が新規建設から維持補修へと変化していることを踏まえ安定

的かつ持続可能な経営基盤の確立を目指して、当連結会計年度を開始年度とする新たな中期経営

計画を策定しました。当該計画を達成するために必須の設備投資として、主要な生産設備である

合材工場等をはじめとする製造・販売事業に関わる資産の大規模な更新と増強を計画しておりま

す。当連結会計年度以降の製品生産数量は安定すると期待され、また、当該計画に基づく新たな

設備については、急激な技術的・経済的陳腐化がないと予想されることから予定耐用年数にわた

って安定的に稼働することが見込まれています。 

このように、当該計画に基づく設備投資等を契機として当社の有形固定資産の減価償却方法を

改めて見直した結果、耐用年数にわたり均等に費用配分を行うことが、企業活動の実態をより適

切に反映できるものと判断し、定額法を採用することといたしました。 

この変更により、当第１四半期連結累計期間の売上総利益が11百万円増加し、営業損失、経常

損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ11百万円減少しております。  

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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   3．四半期連結財務諸表

 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,290 5,674

受取手形・完成工事未収入金等 11,985 7,732

未成工事支出金 883 1,774

販売用不動産 2 2

材料貯蔵品 120 124

その他 339 417

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 18,610 15,714

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 947 941

機械及び装置（純額） 300 328

土地 2,485 2,485

その他（純額） 40 141

有形固定資産合計 3,774 3,898

無形固定資産 168 164

投資その他の資産

破産更生債権等 25 21

その他 216 225

貸倒引当金 △46 △42

投資その他の資産合計 195 204

固定資産合計 4,138 4,268

資産合計 22,749 19,982

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 12,644 10,302

未払法人税等 530 18

未成工事受入金 910 1,353

完成工事補償引当金 31 31

賞与引当金 7 3

工事損失引当金 62 55

その他 1,253 993

流動負債合計 15,440 12,757

固定負債

退職給付引当金 1,510 1,559

資産除去債務 72 72

その他 362 364

固定負債合計 1,946 1,996

負債合計 17,387 14,754
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,329 1,329

資本剰余金 1,541 1,541

利益剰余金 2,350 2,215

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,220 5,086

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4 2

土地再評価差額金 97 97

その他の包括利益累計額合計 102 100

少数株主持分 39 41

純資産合計 5,362 5,228

負債純資産合計 22,749 19,982
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 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

   (四半期連結損益計算書)

   (第１四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

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

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

売上高 5,239 5,655

売上原価 4,859 5,296

売上総利益 380 358

販売費及び一般管理費 494 504

営業損失（△） △114 △146

営業外収益

受取利息 0 0

受取地代家賃 0 0

貸倒引当金戻入額 － 0

その他 2 1

営業外収益合計 3 3

営業外費用

支払利息 － 0

支払保証料 4 1

その他 0 0

営業外費用合計 5 1

経常損失（△） △116 △144

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除却損 3 1

特別損失合計 3 1

税金等調整前四半期純損失（△） △118 △145

法人税等 △36 △50

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △82 △95

少数株主利益 0 2

四半期純損失（△） △83 △97
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   (四半期連結包括利益計算書)

   (第１四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △82 △95

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 △1

その他の包括利益合計 △0 △1

四半期包括利益 △83 △96

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △84 △99

少数株主に係る四半期包括利益 0 2
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(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 

 
(注) １ 「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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  
 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 
   該当事項はありません。 

  
 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(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 

 
(注) １ 「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、不動産取引に関する事業他を含ん

でおります。 
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。 
  

 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 
   (有形固定資産の減価償却方法の変更) 

 「会計方針の変更等」に記載のとおり、当社の有形固定資産の減価償却の方法については、建物
及びリース資産を除き定率法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、定額法に
変更しております。 
 これにより、「建設事業」のセグメント利益が１百万円、「製造・販売事業」のセグメント利益
が９百万円それぞれ増加しております。 
  

 ３．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 
   該当事項はありません。 

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

   (継続企業の前提に関する注記)

   (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

   (セグメント情報等)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,107 1,131 5,239 ― 5,239 ― 5,239

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 446 446 ― 446 △446 ―

計 4,107 1,578 5,686 ― 5,686 △446 5,239

セグメント利益 219 161 380 ― 380 ― 380

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

建設事業
製造・
販売事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,493 1,161 5,655 ― 5,655 ― 5,655

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 469 469 ― 469 △469 ―

計 4,493 1,631 6,125 ― 6,125 △469 5,655

セグメント利益 221 137 358 ― 358 ― 358
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 この四半期個別貸借対照表は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

4. (参考) 四半期個別財務諸表

  (1) 四半期個別貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度 当第１四半期会計期間

(平成25年３月31日) (平成25年６月30日)
資産の部

流動資産
現金預金 5,054 5,308
受取手形・完成工事未収入金等 11,883 7,705
未成工事支出金 922 1,811
販売用不動産 2 2
材料貯蔵品 120 124
その他 335 406
貸倒引当金 △11 △11
流動資産合計 18,306 15,347

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物(純額) 945 940
機械及び装置(純額) 300 328
土地 2,479 2,479
その他(純額) 37 137
有形固定資産合計 3,763 3,886

無形固定資産 167 164
投資その他の資産

破産更生債権等 25 21
その他 273 282
貸倒引当金 △46 △42
投資その他の資産合計 252 261

固定資産合計 4,184 4,312
資産合計 22,490 19,660

負債の部
流動負債

支払手形・工事未払金等 12,509 10,235
未払法人税等 517 15
未成工事受入金 905 1,209
完成工事補償引当金 31 31
工事損失引当金 62 55
資産除去債務 1 ―
その他 1,230 965
流動負債合計 15,258 12,512

固定負債
退職給付引当金 1,503 1,553
資産除去債務 72 72
その他 362 364
固定負債合計 1,938 1,990

負債合計 17,197 14,503
純資産の部

株主資本
資本金 1,329 1,329
資本剰余金 1,541 1,541
利益剰余金 2,319 2,185
自己株式 △0 △0
株主資本合計 5,190 5,056

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 4 2
土地再評価差額金 97 97
評価・換算差額等合計 102 100

純資産合計 5,292 5,156
負債純資産合計 22,490 19,660
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 この四半期個別損益計算書は「四半期財務諸表等規則」及び「建設業法施行規則」に準拠して作成していますが、法

定開示におけるレビュー対象ではありません。 

 (2)  四半期個別損益計算書

  (第１四半期累計期間)

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日
 至 平成24年６月30日)  至 平成25年６月30日)

売上高 5,118 5,510

売上原価 4,753 5,174

売上総利益 364 335

販売費及び一般管理費 469 484

営業損失(△) △104 △149

営業外収益

受取利息 0 0

受取地代家賃 0 0

その他 1 2

営業外収益合計 2 3

営業外費用

支払利息 ― 0

支払保証料 4 1

その他 0 0

営業外費用合計 4 1

経常損失(△) △106 △147

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産除却損 3 1

特別損失合計 3 1

税引前四半期純損失(△) △108 △148

法人税等 △34 △51

四半期純損失(△) △74 △97
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 

 
  

 
(注) １．受注高は当第１四半期までの累計額 

 ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率 

  

 
(注) パーセント表示は、構成比率 

  

 
(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 

以 上 

5. 補足情報

 (1) 四半期個別業績の概要

 平成26年３月期第１四半期の個別業績(平成25年４月１日～平成25年６月30日)

 ① 個別経営成績(累計)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第１四半期 5,510 7.7 △149 ― △147 ― △97 ―

25年３月期第１四半期 5,118 △5.6 △104 ― △106 ― △74 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円  銭

26年３月期第１四半期 △5.24 ―

25年３月期第１四半期 △4.00 ―

 ② 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 19,660 5,156 26.2

25年３月期 22,490 5,292 23.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 5,156百万円 25年３月期 5,292百万円

 (2) 四半期個別受注の概要

 ① 個別受注実績(平成25年４月１日～平成25年６月30日)

受 注 高

百万円 ％

26年３月期第１四半期 6,353 0.1

25年３月期第１四半期 6,346 23.8

前第１四半期
 (自 平成24年４月１日

至 平成24年６月30日)

当第１四半期
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

比較増減 増減率

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 官  公  庁 1,694 26.7 1,578 24.8 △115 △6.8

部 民     間 3,520 55.5 3,613 56.9 93 2.7

門 計 5,214 82.2 5,191 81.7 △22 △0.4

製 品 等 部 門 1,131 17.8 1,161 18.3 29 2.6

合       計 6,346 100.0 6,353 100.0 6 0.1

 ② 個別受注予想(平成25年４月１日～平成26年３月31日)

第２四半期累計期間 通   期

百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期予想 13,800 △3.6 31,500 △1.6

25年３月期実績 14,314 6.2 32,014 2.9
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