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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 6,424 △9.7 23 ― 5 ― △31 ―

25年3月期第1四半期 7,116 △9.4 △105 ― △125 ― △134 ―

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 △0.97 ―

25年3月期第1四半期 △4.09 ―

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 17,460 3,385 19.4 103.36
25年3月期 18,222 3,403 18.7 103.90

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,385百万円 25年3月期  3,403百万円

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 0.00
26年3月期 ―

26年3月期（予想） ― ― 0.00 0.00

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  
 

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) 12,000 △19.7 △130 ― △180 ― △210 ― △6.41

通期 33,000 10.4 510 90.4 400 95.0 330 130.5 10.07



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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 32,800,000 株 25年3月期 32,800,000 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 42,907 株 25年3月期 42,307 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 32,757,393 株 25年3月期1Q 32,757,943 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ますが、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、実際
の業績等は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。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については、添付
資料２ページ「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１四半期累計期間における当社の業績につきましては、工事受注高は 5,456 百万円（前年同四半期比

82.9%増）となり、売上高6,424百万円（前年同四半期比9.7%減）、営業利益23百万円（前年同四半期は105

百万円の営業損失）、経常利益５百万円（前年同四半期は 125 百万円の経常損失）、四半期純損失 31 百万円

（前年同四半期は134百万円の四半期純損失）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 設事 業）建設事業におきましては、受注高5,456百万円（前年同四半期比82.9%増）、売上高6,250

百万円（前年同四半期比9.9%減）、セグメント利益187百万円（前年同四半期比394.9%

増）となりました。 

（不動産事業）不動産事業におきましては、売上高９百万円（前年同四半期比4.3%減）、セグメント損失

９百万円（前年同四半期は６百万円のセグメント損失）となりました。 

（砕 石事 業）砕石事業におきましては、売上高164百万円（前年同四半期比3.3%減）、セグメント利益

12百万円（前年同四半期比23.3%増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比 761 百万円減少の 17,460 百万円となりました。   

この主な要因は、工事代金の回収が順調に進捗したことによる売上債権の減少によるものであります。 

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末比 743 百万円減少の 14,075 百万円となりました。 

この主な要因は、仕入債務の減少と有利子負債の返済によるものであります。 

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末比 17 百万円減少の 3,385 百万円となりました。 

この主な要因は、四半期純損失による利益剰余金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は

19.4％（前事業年度末は18.7％）となりました。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、現時点で見直した結果、第２四半期累計期間及び通期ともに、平成 25 年５月 10

日の決算発表時に公表した数値から特に変更ありません。 

 

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 

 該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

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 4,621 5,175

受取手形・完成工事未収入金等 8,845 7,516

未成工事支出金 100 60

たな卸不動産 553 553

商品及び製品 112 107

仕掛品 0 0

材料貯蔵品 110 111

その他 448 518

貸倒引当金 △216 △216

流動資産合計 14,577 13,828

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,050 1,050

機械、運搬具及び工具器具備品 1,799 1,805

土地 1,557 1,557

リース資産 106 124

建設仮勘定 3 －

減価償却累計額 △2,025 △2,047

有形固定資産合計 2,492 2,490

無形固定資産 319 304

投資その他の資産   

投資有価証券 393 407

長期貸付金 73 69

長期営業外未収入金 331 60

破産更生債権等 3 3

その他 383 371

貸倒引当金 △353 △75

投資その他の資産合計 832 837

固定資産合計 3,644 3,632

資産合計 18,222 17,460
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 6,315 6,353

短期借入金 4,607 4,295

未成工事受入金 1,829 1,204

前受金 2 3

完成工事補償引当金 26 62

工事損失引当金 179 154

賞与引当金 53 107

その他 714 581

流動負債合計 13,728 12,761

固定負債   

長期借入金 75 56

退職給付引当金 975 971

その他 40 285

固定負債合計 1,090 1,313

負債合計 14,818 14,075

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 202 202

利益剰余金 1,550 1,519

自己株式 △3 △3

株主資本合計 3,389 3,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14 28

評価・換算差額等合計 14 28

純資産合計 3,403 3,385

負債純資産合計 18,222 17,460
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(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 6,936 6,250

不動産事業売上高 9 9

その他の事業売上高 170 164

売上高合計 7,116 6,424

売上原価   

完成工事原価 6,758 5,933

不動産事業売上原価 6 6

その他の事業売上原価 155 145

売上原価合計 6,920 6,085

売上総利益   

完成工事総利益 177 317

不動産事業総利益 3 2

その他の事業総利益 14 18

売上総利益合計 195 339

販売費及び一般管理費 300 315

営業利益又は営業損失（△） △105 23

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 4 4

受取事務手数料 1 －

雑収入 1 2

営業外収益合計 8 8

営業外費用   

支払利息 26 23

雑支出 0 2

営業外費用合計 27 26

経常利益又は経常損失（△） △125 5

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △125 5

法人税、住民税及び事業税 9 37

法人税等合計 9 37

四半期純損失（△） △134 △31
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（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。

　　（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

(単位：百万円）

 売    上    高

　外部顧客への売上高 6,936 9 170 7,116

－ － 0 0

計 6,936 9 170 7,116

37 △ 6 10 41

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：百万円）

　報告セグメント計

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。

報告セグメント

金額

　四半期損益計算書の営業損失（△） △ 105

　全社費用（注） △ 147

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

　セグメント利益又は損失（△）

41

（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。

建設事業 不動産事業 砕石事業 計

利益
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　　　Ⅱ　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）

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：百万円）

 売    上    高

　外部顧客への売上高 6,250 9 164 6,424

－ － 0 0

計 6,250 9 164 6,424

187 △ 9 12 190

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：百万円）

　報告セグメント計

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。

　全社費用（注） △ 166

　四半期損益計算書の営業利益 23

190

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

　セグメント利益又は損失（△）

利益 金額

報告セグメント

建設事業 不動産事業 砕石事業 計

（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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４．補足情報 

四半期受注の概況 

（１）受注実績 

 受 注 高 

26年３月期第１四半期累計期間 5,456 百万円 82.9 ％

25年３月期第１四半期累計期間 2,982 百万円 △60.6 ％

 (注) ①受注高は、当該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 
 
 

（参考）受注実績内訳                               （単位：百万円） 

区   分 

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）

比較増減 増減率 

官公庁 2,342 ( 78.5％) 1,923 ( 35.2％) △419  △17.9％ 

民 間 133 (  4.5％) 73 (  1.4％) △60  △45.1％ 

 
土 
  

木 
 計 2,476 ( 83.0％) 1,996 ( 36.6％) △479  △19.4％ 

官公庁 224 (  7.6％) 369 (  6.8％) 144  64.2％ 

民 間 281 (  9.4％) 3,090 ( 56.6％) 2,809  997.5％ 

建 
 

築 
計 506 ( 17.0％) 3,459 ( 63.4％) 2,953  583.2％ 

官公庁 2,567 ( 86.1％) 2,292 ( 42.0％) △275  △10.7％ 

民 間 415 ( 13.9％) 3,164 ( 58.0％) 2,748  661.9％ 

建 
 
 

設 
 
 

事 
 
 

業 合 
 

計 
計 2,982 ( 100  ％) 5,456 ( 100  ％) 2,473  82.9％ 

（注）①海外受注高はありません。 
②（ ）内のパーセント表示は、構成比率。 

 

（２）受注予想 

 通   期 

26年３月期予想 30,000 百万円 9.2 ％

25年３月期実績 27,480 百万円 △1.0 ％

(注) パーセント表示は、前年同期比増減率 
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