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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,754 43.5 △120 ― △110 ― △70 ―

25年3月期第1四半期 1,222 △4.1 △226 ― △213 ― △136 ―

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 △13.63 ―

25年3月期第1四半期 △26.45 ―

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 8,410 5,489 65.3 1,062.24
25年3月期 9,356 5,704 61.0 1,103.73

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,489百万円 25年3月期  5,704百万円

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 ― 30.00 30.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（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  
   当社は通期での業務管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の業績予想の記載を省略しております。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 10,300 3.9 720 △0.1 750 △1.3 440 △1.4 85.13



(1) 四半期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Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

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 5,205,000 株 25年3月期 5,205,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 36,676 株 25年3月期 36,676 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,168,324 株 25年3月期1Q 5,170,713 株

※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
四半期財務諸表に対する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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ２．「１．当社四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間の受注高は、港湾部門の大型工事が多く、前年同期比 678 百万円増の 2,629

百万円となりました。売上高は、各部門とも堅調に推移し、同 532 百万円増の 1,754 百万円、受注

残高は同 632 百万円増の 3,018 百万円となりました。 

 損益面では、売上高が第４四半期会計期間に偏る事業特性から当四半期経常損失は 110 百万円と

なり、前年同期比 103 百万円の損失減少、四半期純損失は 70 百万円、同 66 百万円の損失減少とな

りました。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 946 百万円減の 8,410 百万円とな

りました。主な減少要因は完成工事未収入金及び売掛金の減 1,684 百万円、現金預金の減 132 百万

円であり、主な増加要因は関係会社預け金の増 505 百万円、未成工事支出金の増 247 百万円であり

ます。 

 負債につきましては、同 731 百万円減の 2,920 百万円となりました。主な減少要因は工事未払金

及び買掛金の減 326 百万円、流動負債その他に含まれる未払法人税等及び未払消費税等の減 382 百

万円、賞与引当金の減 173 百万円であります。 

 純資産につきましては、同 214 百万円減の 5,489 百万円となりました。主な減少要因は剰余金の

配当 155 百万円と四半期純損失 70 百万円による利益剰余金の減 225 百万円であります。 

 
（３）業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年 5月 13 日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用につきましては、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

算する方法によっております。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

  該当事項はありません。 



４．四半期財務諸表 
（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   

現金預金 602,390 469,889

受取手形 686,887 748,164

完成工事未収入金 3,333,512 1,730,768

売掛金 576,385 494,872

商品及び製品 262,013 283,278

未成工事支出金 76,022 323,207

材料貯蔵品 95,475 60,928

繰延税金資産 182,905 224,647

関係会社預け金 2,558,600 3,064,279

その他 53,490 57,877

貸倒引当金 △459 △297

流動資産合計 8,427,223 7,457,616

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 201,825 201,071

その他（純額） 209,307 219,851

有形固定資産合計 411,132 420,923

無形固定資産 24,263 25,374

投資その他の資産   

繰延税金資産 257,844 251,724

その他 245,164 263,415

貸倒引当金 △8,847 △8,280

投資その他の資産合計 494,161 506,859

固定資産合計 929,557 953,158

資産合計 9,356,781 8,410,774

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,193,507 1,153,375

工事未払金 665,085 363,691

買掛金 155,927 130,678

未成工事受入金 40,029 53,682

完成工事補償引当金 41,217 41,932

工事損失引当金 16,197 53,465

賞与引当金 283,000 110,000

役員賞与引当金 40,000 －

その他 540,535 329,173

流動負債合計 2,975,499 2,235,999



（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) 

固定負債   

退職給付引当金 601,723 619,485

役員退職慰労引当金 50,265 39,022

資産除去債務 24,878 26,288

固定負債合計 676,867 684,796

負債合計 3,652,366 2,920,796

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,350 866,350

資本剰余金 753,385 753,385

利益剰余金 4,080,396 3,854,907

自己株式 △19,808 △19,808

株主資本合計 5,680,322 5,454,834

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,091 35,143

評価・換算差額等合計 24,091 35,143

純資産合計 5,704,414 5,489,978

負債純資産合計 9,356,781 8,410,774



（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 988,206 1,323,935

製品等売上高 234,299 430,697

売上高合計 1,222,505 1,754,633

売上原価   

完成工事原価 922,511 1,168,870

製品等売上原価 123,825 295,379

売上原価合計 1,046,336 1,464,249

売上総利益   

完成工事総利益 65,695 155,065

製品等売上総利益 110,473 135,318

売上総利益合計 176,169 290,383

販売費及び一般管理費 402,837 410,739

営業損失（△） △226,668 △120,355

営業外収益   

受取利息 5,961 6,354

受取賃貸料 1,839 2,131

その他 4,961 1,488

営業外収益合計 12,761 9,975

営業外費用   

営業外費用合計 18 2

経常損失（△） △213,924 △110,383

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,149

特別利益合計 － 2,149

特別損失   

固定資産除却損 117 45

特別損失合計 117 45

税引前四半期純損失（△） △214,042 △108,278

法人税、住民税及び事業税 △77,288 △37,840

法人税等合計 △77,288 △37,840

四半期純損失（△） △136,753 △70,438



   
 

 

 

 

（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 



５．補足情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 1,459,838 74.8 2,252,473 85.7 792,635 8,318,937 80.0

製品等販売部門 490,662 25.2 376,713 14.3 △ 113,949 2,080,063 20.0

1,950,500 100.0 2,629,186 100.0 678,685 10,399,000 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 988,206 80.8 1,323,935 75.5 335,728 7,938,152 80.1

製品等販売部門 234,299 19.2 430,697 24.5 196,398 1,974,776 19.9

1,222,505 100.0 1,754,633 100.0 532,127 9,912,928 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 1,928,291 80.8 2,765,983 91.6 837,691 1,837,444 85.7

製品等販売部門 457,770 19.2 252,709 8.4 △ 205,060 306,694 14.3

2,386,062 100.0 3,018,693 100.0 632,631 2,144,139 100.0合　　　　　　計

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）

金　　　額 構成比

（自　平成24年4月1日

金　　　額

前第１四半期累計期間

合　　　　　　計

合　　　　　　計

　至　平成24年6月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成25年6月30日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成25年4月1日

金　　　額

　至　平成25年6月30日）

（自　平成24年4月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第１四半期累計期間

（自　平成25年4月1日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

金　　　額

（平成25年3月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成25年3月31日）

（自　平成24年4月１日

　至　平成25年3月31日）

当第１四半期累計期間

（平成24年6月30日） （平成25年6月30日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比
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