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  (百万円未満切捨て）

（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  15,948  55.2  343  －  301  －  52  －

25年３月期第１四半期  10,275  14.8  △628  －  △738  －  △548  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 67百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 △672百万円 （ ％） －

  
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  1.22  －

25年３月期第１四半期  △12.63  －

  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  82,855  28,973  35.0

25年３月期  86,283  29,166  33.8

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 28,968百万円   25年３月期 29,160百万円 

  
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  － 5.00 － 6.00  11.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   6.00 － 6.00  12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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）  33,500  16.9  2,100  58.7  1,900  75.5  1,150  98.9  26.50

通期  70,000  4.6  3,300  27.8  2,900  35.9  1,300  9.8  29.95

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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： 無

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 44,607,457株 25年３月期 44,607,457株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,203,664株 25年３月期 1,203,649株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 43,403,803株 25年３月期１Ｑ 43,403,844株

 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。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。

 本資料に記載されている業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであ

り、最終の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、経済政策と海外景気の持ち直しを背景として輸出関連を中

心に企業収益は回復しつつあるものの、一方で株価や円相場の大きな変動や新興国経済の減速といった影響もあ

り、全体としては引き続き先行き不透明な状況が続きました。 

建設業界におきましても、民間設備投資は全体として回復基調にあるものの力強さに欠け、また震災復旧・復興

関連需要が旺盛なことから労務費が上昇するなど、依然として厳しい市場環境が続きました。 

このような状況のもと、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が 百万円（前年同四半期比 %

増）、営業利益が 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）、経常利益が 百万円（前年同四半期は 百万

円の損失）、四半期純利益が 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）となりました。 

売上高の区分につきましては、完成工事高が 百万円(前年同四半期比 %増）、内訳は一般建築工事が

百万円（前年同四半期比 ％増）、耐震補強工事が 百万円（前年同四半期比 ％減）、土木工事が

百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。また、不動産の売買・賃貸事業、建設用資機材賃貸・販

売事業、ゴルフ場経営事業等を内訳とする兼業事業売上高が 百万円（前年同四半期比 ％増）となりまし

た。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、受取手形・完成工事未収入金等の減少等により、前連結会計年

度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。 

負債の残高は、未成工事受入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となり

ました。 

純資産の残高は、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 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 

 平成25年５月８日に公表いたしました平成26年３月期の連結業績予想につきましては、変更はありません。   

   

   

（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 

 該当事項はありません。   

   

   

（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

15,948 55.2

343 628 301 738

52 548

13,920 65.0

7,960 128.3 1,655 9.1

4,303 37.6

2,028 10.3

3,427 82,855

3,235 53,882

192 28,973

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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 12,587 14,786

受取手形・完成工事未収入金等 13,933 10,154

未成工事支出金 5,736 4,221

販売用不動産 21,091 20,489

商品及び製品 7 6

材料貯蔵品 275 326

繰延税金資産 530 516

その他 669 1,005

貸倒引当金 △31 △19

流動資産合計 54,800 51,487

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 20,208 20,215

機械、運搬具及び工具器具備品 2,406 2,405

土地 15,623 15,628

リース資産 37 46

減価償却累計額 △11,964 △12,136

有形固定資産合計 26,310 26,159

無形固定資産 299 297

投資その他の資産   

投資有価証券 2,531 2,556

繰延税金資産 918 939

その他 1,559 1,556

貸倒引当金 △182 △181

投資その他の資産合計 4,827 4,870

固定資産合計 31,438 31,327

繰延資産   

社債発行費 44 40

繰延資産合計 44 40

資産合計 86,283 82,855
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 13,400 12,483

短期借入金 11,041 11,306

1年内償還予定の社債 140 140

未払法人税等 248 159

未成工事受入金 4,911 3,274

完成工事補償引当金 189 191

役員賞与引当金 43 11

その他 2,552 2,513

流動負債合計 32,526 30,079

固定負債   

社債 4,140 4,070

長期借入金 13,250 12,548

退職給付引当金 2,850 2,926

役員退職慰労引当金 463 393

資産除去債務 92 93

再評価に係る繰延税金負債 300 300

その他 3,492 3,471

固定負債合計 24,590 23,802

負債合計 57,117 53,882

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,808 6,808

資本剰余金 7,244 7,244

利益剰余金 21,821 21,613

自己株式 △575 △575

株主資本合計 35,298 35,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 491 507

土地再評価差額金 △6,629 △6,629

その他の包括利益累計額合計 △6,137 △6,122

少数株主持分 5 4

純資産合計 29,166 28,973

負債純資産合計 86,283 82,855
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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   

完成工事高 8,436 13,920

兼業事業売上高 1,838 2,028

売上高合計 10,275 15,948

売上原価   

完成工事原価 7,340 12,314

兼業事業売上原価 1,425 1,461

売上原価合計 8,766 13,776

売上総利益   

完成工事総利益 1,096 1,605

兼業事業総利益 412 567

売上総利益合計 1,509 2,172

販売費及び一般管理費 2,137 1,829

営業利益又は営業損失（△） △628 343

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 26 40

その他 27 19

営業外収益合計 57 61

営業外費用   

支払利息 120 92

その他 47 10

営業外費用合計 167 102

経常利益又は経常損失（△） △738 301

特別利益   

固定資産売却益 － 0

受取保険金 100 －

その他 9 －

特別利益合計 109 0

特別損失   

役員退職慰労金 196 －

ゴルフ会員権評価損 － 2

その他 35 0

特別損失合計 232 2

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△861 299

法人税、住民税及び事業税 12 265

法人税等調整額 △324 △18

法人税等合計 △311 247

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△549 52

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △548 52
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△549 52

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △123 15

その他の包括利益合計 △123 15

四半期包括利益 △672 67

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △671 68

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。    

   

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） 

 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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円及びセグメント間取引消去 百万円を含んでおります。 

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。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

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） 

 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．セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円及び

セグメント間取引消去 百万円を含んでおります。 

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。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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）

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント
不動産 

セグメント
計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損益計算書 
計上額（注）２ 

売上高             

外部顧客への売上高  5,316  3,162  1,796  10,275  －  10,275

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 987  1  88  1,077  △1,077  －

計  6,304  3,163  1,884  11,353  △1,077  10,275

セグメント利益又は損

失（△） 
 △116  155  93  131  △759  △628

△759

△707 △52

  （単位：百万円）

  
建築 

セグメント 
土木 

セグメント
不動産 

セグメント
計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損益計算書 
計上額（注）２ 

売上高             

外部顧客への売上高  9,690  4,336  1,921  15,948  －  15,948

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,104  2  86  1,193  △1,193  －

計  10,795  4,338  2,007  17,141  △1,193  15,948

セグメント利益  582  143  345  1,071  △728  343

△728 △611

△117
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受注及び販売の状況（連結） 

(1）受注高 

(2）売上高 

(3）次期繰越高 

  

  

４．補足情報

  （単位：百万円）

区分 
 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) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  1  －  △1  △100.0

民間  4,773  5,317  543  11.4

計  4,775  5,317  542  11.4

土木 
官庁  892  1,538  645  72.4

民間  2,144  1,754  △389  △18.2

計  3,036  3,293  256  8.4

  官庁  893  1,538  644  72.1

  民間  6,918  7,072  153  2.2

合計  7,812  8,610  798  10.2

  （単位：百万円）

区分 
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) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  1  －  △1  △100.0

民間  5,308  9,616  4,308  81.2

計  5,309  9,616  4,306  81.1

土木 
官庁  462  689  227  49.1

民間  2,665  3,614  949  35.6

計  3,127  4,303  1,176  37.6

  官庁  463  689  225  48.7

  民間  7,973  13,230  5,257  65.9

合計  8,436  13,920  5,483  65.0

兼業  1,838  2,028  189  10.3

合計  10,275  15,948  5,673  55.2

  （単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結会計期間末

(平成24年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成25年６月30日) 

比較増減 

金額 率（％） 

工事 

建築 
官庁  －  －  －  －

民間  39,292  32,771  △6,521  △16.6

計  39,292  32,771  △6,521  △16.6

土木 
官庁  1,765  3,052  1,286  72.9

民間  6,412  5,036  △1,375  △21.5

計  8,177  8,088  △88  △1.1

  官庁  1,765  3,052  1,286  72.9

  民間  45,705  37,808  △7,896  △17.3

合計  47,470  40,860  △6,610  △13.9
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