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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 9,674 10.7 359 ― 421 ― 154 652.9
25年3月期第2四半期 8,737 △2.1 △23 ― △0 ― 20 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 277百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 7百万円 （―％）

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2四半期 23.14 22.99
25年3月期第2四半期 3.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 14,712 8,043 52.6
25年3月期 14,949 7,825 51.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  7,732百万円 25年3月期  7,647百万円

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  
平成26年３月期の配当予想については未定であります。 

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 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― ― ―

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、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  ：  無   

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

通期 21,000 5.9 700 8.6 300 △39.8 44.99



(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Ｐ．２「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」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
１．平成25年８月８日公表の業績予想は、平成25年10月31日に修正しております。 
２．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）連結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。 

※  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2Q 7,694,080 株 25年3月期 7,694,080 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,026,329 株 25年3月期 1,025,026 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 6,668,477 株 25年3月期2Q 6,669,922 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済に不安要素を抱えたなかで、先行きに不透明感が残

るものの、政府および日銀の財政金融政策により円安や株価上昇から企業収益が改善するなど、景気は引き続き回

復基調にありました。 

 当社グループの主要な事業が属する建設業界におきましても、資材価格や労務単価の高騰などが懸念される状況

にあるものの、公共投資や民間住宅建設は堅調に推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、安心・安全を担保すべく品質第一をテーマとして、効率

的な経営を推し進めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は96億74百万円（前年同期比10.7％増）、営業利益は原価の低減

や経費の圧縮を推し進めたことにより３億59百万円（前年同期は23百万円の損失）、経常利益は４億21百万円（前

年同期は０百万円の損失）、四半期純利益は１億54百万円（前年同期比652.9％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億37百万円減少し、147億12百万円とな

りました。これは主に大型工事に対する売上債権の回収によって受取手形・完成工事未収入金等が減少したことに

よるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億55百万円減少し、66億69百万円となりました。これは主に支払手形・

工事未払金等および借入金が減少したことによるものであります。また、純資産合計につきましては、前連結会計

年度末に比べ２億17百万円増加し、80億43百万円となりました。 

   

（３）連結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、平成25年８月８日に公表いたしました平成26年３月期の通期業績予想を修正いたしま

した。詳細につきましては、平成25年10月31日に開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

   

（３）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。  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,101,522 5,595,755

受取手形・完成工事未収入金等 6,067,409 4,793,992

未成工事支出金等 404,678 704,513

未収入金 844,984 1,040,168

その他 165,664 175,448

貸倒引当金 △37,620 △25,251

流動資産合計 12,546,640 12,284,628

固定資産   

有形固定資産 1,888,726 1,938,234

無形固定資産 124,440 114,424

投資その他の資産   

その他 476,430 467,102

貸倒引当金 △86,400 △92,003

投資その他の資産合計 390,029 375,099

固定資産合計 2,403,197 2,427,758

資産合計 14,949,837 14,712,386



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,044,777 3,991,216

短期借入金 256,500 155,000

1年内返済予定の長期借入金 208,445 132,152

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 92,038 159,172

未成工事受入金 41,671 197,228

引当金 72,969 110,570

その他 696,385 603,313

流動負債合計 5,432,787 5,368,653

固定負債   

社債 30,000 20,000

長期借入金 641,073 304,676

退職給付引当金 582,965 565,888

役員退職慰労引当金 77,100 －

その他 360,469 409,920

固定負債合計 1,691,608 1,300,485

負債合計 7,124,396 6,669,139

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,330,219 2,330,219

利益剰余金 3,956,338 4,043,937

自己株式 △359,069 △359,518

株主資本合計 7,638,388 7,725,537

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,286 22,034

為替換算調整勘定 △9,353 △14,607

その他の包括利益累計額合計 8,933 7,426

新株予約権 － 8,029

少数株主持分 178,119 302,254

純資産合計 7,825,441 8,043,247

負債純資産合計 14,949,837 14,712,386



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 8,737,533 9,674,007

売上原価 7,807,242 8,336,488

売上総利益 930,290 1,337,518

販売費及び一般管理費 953,936 978,467

営業利益又は営業損失（△） △23,645 359,051

営業外収益   

受取利息 2,630 1,154

受取配当金 2,659 2,727

仕入割引 4,262 11,172

受取賃貸料 2,634 2,076

保険返戻金 2,322 847

物品売却益 8,690 4,459

為替差益 9,604 52,674

その他 4,174 6,196

営業外収益合計 36,978 81,308

営業外費用   

支払利息 11,992 8,847

売上割引 1,485 1,831

撤去解体費 － 7,901

その他 198 －

営業外費用合計 13,677 18,579

経常利益又は経常損失（△） △344 421,779

特別利益   

固定資産売却益 70,298 23,627

投資有価証券売却益 － 8,438

特別利益合計 70,298 32,066

特別損失   

固定資産処分損 2,261 1,772

その他 17,055 －

特別損失合計 19,317 1,772

税金等調整前四半期純利益 50,637 452,073

法人税等 41,472 172,749

少数株主損益調整前四半期純利益 9,164 279,323

少数株主利益又は少数株主損失（△） △11,328 125,034

四半期純利益 20,492 154,289



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,164 279,323

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,207 3,747

為替換算調整勘定 1,119 △5,254

その他の包括利益合計 △2,087 △1,506

四半期包括利益 7,076 277,817

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 18,405 152,782

少数株主に係る四半期包括利益 △11,328 125,034



 該当事項はありません。  

   

   

 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）



前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）  

①受注高・受注残高 

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業につ

いては受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

  

②売上高 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日）  

①受注高・受注残高 

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業は受注生産を行っておりませんので、同事業につ

いては受注高及び受注残高の記載を省略しております。 

  

②売上高 

  

  

４．補足情報

（１）受注高・売上高・受注残高内訳表

セグメントの名称  受注高（千円） 受注残高（千円） 

 建設事業 10,025,610 6,397,942

 土木建築コンサルティング全般等事業  －  －

合  計 10,025,610 6,397,942

セグメントの名称  金額（千円）  

 建設事業  8,684,890

 土木建築コンサルティング全般等事業  52,642

合  計  8,737,533

セグメントの名称  受注高（千円） 受注残高（千円） 

 建設事業 9,928,878 5,566,505

 土木建築コンサルティング全般等事業 － －

合  計 9,928,878 5,566,505

セグメントの名称  金額（千円）  

 建設事業  9,590,031

 土木建築コンサルティング全般等事業  83,975

合  計  9,674,007
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