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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 7,498 32.8 354 ― 376 ― 219 ―

25年3月期第3四半期 5,645 △1.7 △3 ― 27 △55.2 2 ―

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3四半期 42.52 ―

25年3月期第3四半期 0.43 ―

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3四半期 8,990 5,803 64.6 1,123.03
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3四半期 5,803百万円 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 ― 0.00 ―

26年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
 

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

通期 12,000 21.1 1,000 38.8 1,030 35.6 620 39.0 119.91



(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

②①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3Q 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3Q 37,224 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3Q 5,168,060 株 25年3月期3Q 5,170,658 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す。（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ます。） 

※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Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関する
説明」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）経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間につきましては、期初より港湾部門を中心に大型物件の受注が進み受注

高は前年同期に比べ 1,560 百万円増の 9,401 百万円、売上高は前期からの繰越工事の完成も加わ

り同 1,853 百万円増の 7,498 百万円となりました。その結果、受注残高は同 192 百万円増の 4,047

百万円となりました。 

損益面では、売上高の増加から経常利益は 376 百万円（前年同期 27 百万円）、四半期純利益は

219 百万円（同２百万円）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 366 百万円減少し 8,990

百万円となりました。主な減少要因は完成工事未収入金の減 406 百万円、関係会社預け金の減 635

百万円であり、主な増加要因は未成工事支出金の増 379 百万円、現金預金の増 101 百万円であり

ます。 

  負債につきましては、同 465 百万円減少し 3,186 百万円となりました。主な減少要因は工事未

払金の減 147 百万円、賞与引当金の減 133 百万円、未払法人税等の減 198 百万円であります。 

  純資産につきましては、同 99 百万円増の 5,803 百万円となりました。これは主に四半期純利益

219百万円と剰余金の配当155百万円からなる利益剰余金の増加64百万円によるものであります。

 
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年３月期の業績予想につきましては、ここまで受注が好調に推移しており、工事の進捗

も順調なことから当初見込に対し増収、増益を見込んでおります。現時点での通期見通しは、売

上高 120 億円、経常利益 1,030 百万円、当期純利益 620 百万円であります。 

 

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３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 602,390 703,638

受取手形 686,887 764,017

完成工事未収入金 3,333,512 2,927,061

売掛金 576,385 511,132

商品及び製品 262,013 344,059

未成工事支出金 76,022 455,764

材料貯蔵品 95,475 74,886

繰延税金資産 182,905 182,798

関係会社預け金 2,558,600 1,923,588

その他 53,490 130,638

貸倒引当金 △459 △420

流動資産合計 8,427,223 8,017,165

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 201,825 198,627

その他（純額） 209,307 218,523

有形固定資産合計 411,132 417,150

無形固定資産 24,263 23,671

投資その他の資産   

繰延税金資産 257,844 238,613

その他 245,164 301,783

貸倒引当金 △8,847 △8,280

投資その他の資産合計 494,161 532,116

固定資産合計 929,557 972,938

資産合計 9,356,781 8,990,103

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,193,507 1,098,677

工事未払金 665,085 517,976

買掛金 155,927 216,360

未払法人税等 355,014 156,084

未成工事受入金 40,029 49,921

完成工事補償引当金 41,217 19,168

工事損失引当金 16,197 59,509

賞与引当金 283,000 150,000

役員賞与引当金 40,000 －

その他 185,521 201,735

流動負債合計 2,975,499 2,469,432



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

固定負債   

退職給付引当金 601,723 643,261

役員退職慰労引当金 50,265 47,297

資産除去債務 24,878 26,526

固定負債合計 676,867 717,085

負債合計 3,652,366 3,186,518

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 4,145,105

自己株式 △19,808 △20,249

株主資本合計 5,680,322 5,744,590

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,091 58,819

繰延ヘッジ損益 － 175

評価・換算差額等合計 24,091 58,994

純資産合計 5,704,414 5,803,585

負債純資産合計 9,356,781 8,990,103



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高   

完成工事高 4,373,826 6,111,531

製品等売上高 1,271,529 1,387,122

売上高合計 5,645,355 7,498,653

売上原価   

完成工事原価 3,710,345 5,033,919

製品等売上原価 765,888 898,319

売上原価合計 4,476,233 5,932,239

売上総利益   

完成工事総利益 663,481 1,077,611

製品等売上総利益 505,640 488,802

売上総利益合計 1,169,122 1,566,414

販売費及び一般管理費 1,172,410 1,211,642

営業利益又は営業損失（△） △3,287 354,772

営業外収益   

受取利息 16,747 16,637

その他 14,487 13,069

営業外収益合計 31,234 29,707

営業外費用   

和解金 － 8,309

その他 43 20

営業外費用合計 43 8,329

経常利益 27,903 376,150

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 2,029 311

特別損失合計 2,029 311

税引前四半期純利益 25,873 377,988

法人税、住民税及び事業税 23,657 158,230

法人税等合計 23,657 158,230

四半期純利益 2,216 219,758



   
 

 

 

 

（３）四半期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） 
   該当事項はありません。 

 

（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 6,113,901 78.0 7,952,448 84.6 1,838,547 8,318,937 80.0

製品等販売部門 1,727,812 22.0 1,449,416 15.4 △ 278,396 2,080,063 20.0

7,841,713 100.0 9,401,865 100.0 1,560,151 10,399,000 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 4,373,826 77.5 6,111,531 81.5 1,737,704 7,938,152 80.1

製品等販売部門 1,271,529 22.5 1,387,122 18.5 115,593 1,974,776 19.9

5,645,355 100.0 7,498,653 100.0 1,853,297 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 3,196,734 82.9 3,678,362 90.9 481,628 1,837,444 85.7

製品等販売部門 657,691 17.1 368,988 9.1 △ 288,702 306,694 14.3

3,854,425 100.0 4,047,350 100.0 192,925 2,144,139 100.0合　　　　　　計

前第３四半期累計期間

（自　平成24年4月1日

　至　平成24年12月31日）

金　　　額 構成比

（自　平成24年4月1日

金　　　額

前第３四半期累計期間

合　　　　　　計

合　　　　　　計

　至　平成24年12月31日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成25年12月31日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成25年4月1日

金　　　額

　至　平成25年12月31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３四半期累計期間

（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３四半期累計期間

（平成24年12月31日） （平成25年12月31日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比
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