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(百万円未満切捨て)
１．平成29年１月期第１四半期の業績（平成28年２月１日～平成28年４月30日）

（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 ％

29年１月期第１四半期 2,097 △31.5 118 △3.7 136 △0.9 94 △3.8

28年１月期第１四半期 3,060 36.4 123 202.2 137 159.6 98 255.3
　

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

29年１月期第１四半期 27.06 ―

28年１月期第１四半期 28.12 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年１月期第１四半期 8,143 5,917 72.7

28年１月期 8,536 5,906 69.2
(参考) 自己資本 29年１月期第１四半期 5,917百万円 28年１月期 5,906百万円

　　　

２．配当の状況

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

28年１月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

29年１月期 ―

29年１月期(予想) 0.00 ― 15.00 15.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

28年１月期期末配当金の内訳 普通配当 12円50銭 特別配当 ２円50銭

　

３．平成29年１月期の業績予想（平成28年２月１日～平成29年１月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 11,000 6.7 660 31.3 710 29.0 380 9.5 108.42
(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

当社は年次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。
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※ 注記事項

（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

　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
　　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年１月期１Ｑ 4,098,000株 28年１月期 4,098,000株

② 期末自己株式数 29年１月期１Ｑ 593,173株 28年１月期 593,173株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年１月期１Ｑ 3,504,827株 28年１月期１Ｑ 3,505,598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すが、この四半期決算短信の開

示時点において四半期報告書も同日に開示する予定のため、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２ページ「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わが国経済は、政府の各種政策の効果がある中、アジア新興国の景気下振れや円

高の影響などから景気は横ばい圏で推移いたしました。

建設業界におきましては、公共投資は減少傾向にあるものの、民間設備投資の増加基調や政府の住宅取得支援策

等による住宅着工戸数の持ち直しなど堅調な気配を見せております。しかしながら熟練技術者等の人手不足による

労務費の増加など、経営環境は依然として厳しい状況で推移しております。

このような状況のなかで当社は、成熟企業100年企業を目指すと共に完工高150億円を中長期目標とし、新工法の

開発や付加価値を加えた従来工法の普及に注力してまいりました。また、全職員と職域の仲間を一堂に集めた創業

祭や社内での技術講習会等を通して職域全体のスキルアップを図っております。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高につきましては、20億97百万円（前年同期比31.5％減）となりました。

損益につきましては、営業利益は１億18百万円（前年同期比3.7％減）、経常利益は１億36百万円（前年同期比0.9％

減）、四半期純利益は94百万円（前年同期比3.8％減）となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

特殊土木工事等事業における当第１四半期累計期間の完成工事高は９億13百万円（前年同期比51.7％減）となり、

セグメント利益は77百万円（前年同期比4.1％増）となりました。

住宅関連工事事業における当第１四半期累計期間の完成工事高は11億72百万円（前年同期比1.2％増）となり、セ

グメント利益は36百万円（前年同期比23.9％減）となりました。

機械製造販売等事業における当第１四半期累計期間につきましては、受注実績及び販売実績ともになく、売上高

及びセグメント利益は発生しませんでした。なお、前年同四半期における売上高は０百万円、セグメント利益は０

百万円となっております。

再生可能エネルギー等事業における当第１四半期累計期間の売上高は11百万円（前年同期比30.4％増）となり、

セグメント利益は５百万円（前年同期比302.2％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

(資産)

当第１四半期会計期間末における資産合計は81億43百万円となり、前事業年度末に比べ３億93百万円減少いた

しました。その主な要因は、現金預金が５億47百万円減少したことによります。

(負債)

当第１四半期会計期間末における負債合計は22億26百万円となり、前事業年度末に比べ４億４百万円減少いた

しました。その主な要因は、流動負債「その他」に含めている未払消費税等が１億96百万円減少したことにより

ます。

(純資産)

当第１四半期会計期間末における純資産合計は59億17百万円となり、前事業年度末に比べ10百万円増加いたし

ました。その主な要因は、利益剰余金が42百万円増加したことによります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 平成28年３月14日に公表いたしました通期の業績予想につきましては、現在のところ変更はありません。
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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：千円)

前事業年度
(平成28年１月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年４月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,643,643 3,095,761

受取手形 409,569 471,162

完成工事未収入金 1,383,183 1,355,224

未成工事支出金 254,132 368,767

繰延税金資産 43,852 53,251

その他 184,360 169,608

貸倒引当金 △9,170 △870

流動資産合計 5,909,571 5,512,906

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 130,639 134,905

機械及び装置（純額） 481,694 472,023

土地 824,080 824,080

リース資産（純額） 44,248 40,565

建設仮勘定 5,400 34,447

その他（純額） 7,186 6,913

有形固定資産合計 1,493,250 1,512,936

無形固定資産 11,103 11,116

投資その他の資産

投資有価証券 799,165 755,807

破産更生債権等 48 -

その他 375,264 402,184

貸倒引当金 △51,663 △51,614

投資その他の資産合計 1,122,815 1,106,377

固定資産合計 2,627,168 2,630,430

資産合計 8,536,739 8,143,336
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年１月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 719,396 599,930

工事未払金 715,762 639,215

1年内返済予定の長期借入金 54,248 38,918

リース債務 8,926 9,010

未払法人税等 137,288 58,027

未成工事受入金 60,025 101,091

工事損失引当金 3,657 -

賞与引当金 32,903 76,515

役員賞与引当金 10,000 1,100

その他 466,990 289,455

流動負債合計 2,209,199 1,813,265

固定負債

長期借入金 5,408 -

リース債務 46,590 44,306

繰延税金負債 88,376 67,377

退職給付引当金 174,183 192,245

役員退職慰労引当金 102,224 104,514

資産除去債務 4,309 4,331

固定負債合計 421,092 412,775

負債合計 2,630,292 2,226,040

純資産の部

株主資本

資本金 456,300 456,300

資本剰余金 377,686 377,686

利益剰余金 5,232,001 5,274,254

自己株式 △378,613 △378,613

株主資本合計 5,687,375 5,729,627

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 219,072 187,668

評価・換算差額等合計 219,072 187,668

純資産合計 5,906,447 5,917,296

負債純資産合計 8,536,739 8,143,336
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（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27年２月１日
　至 平成27年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

売上高

完成工事高 3,050,792 2,085,992

兼業事業売上高 9,320 11,631

売上高合計 3,060,112 2,097,624

売上原価

完成工事原価 2,770,454 1,809,366

兼業事業売上原価 7,233 6,553

売上原価合計 2,777,687 1,815,919

売上総利益

完成工事総利益 280,338 276,626

兼業事業総利益 2,086 5,078

売上総利益合計 282,424 281,705

販売費及び一般管理費 159,402 163,223

営業利益 123,021 118,482

営業外収益

受取利息 320 319

受取配当金 352 300

受取賃貸料 4,334 3,794

生命保険配当金 4,110 5,050

受取保険金 5,221 9,990

その他 3,880 1,992

営業外収益合計 18,219 21,446

営業外費用

支払利息 348 604

賃貸費用 3,027 2,434

その他 - 321

営業外費用合計 3,375 3,359

経常利益 137,865 136,568

特別利益

収用補償金 - 10,649

固定資産売却益 1,784 -

特別利益合計 1,784 10,649

特別損失

固定資産除売却損 136 1,642

特別損失合計 136 1,642

税引前四半期純利益 139,513 145,575

法人税、住民税及び事業税 2,490 68,150

法人税等調整額 38,456 △17,399

法人税等合計 40,946 50,750

四半期純利益 98,567 94,824
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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。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成27年２月１日 至 平成27年４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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
特殊土木工事等

事業
住宅関連工事

事業
機械製造販売等

事業

再生可能
エネルギー等

事業

売上高

外部顧客への売上高 1,891,810 1,158,982 400 8,920 3,060,112

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,891,810 1,158,982 400 8,920 3,060,112

セグメント利益 74,276 47,475 6 1,262 123,021

(注) セグメント利益の合計は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成28年２月１日 至 平成28年４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

(単位：千円)

報告セグメント

合計
特殊土木工事等

事業
住宅関連工事

事業
機械製造販売等

事業

再生可能
エネルギー等

事業

売上高

外部顧客への売上高 913,113 1,172,879 ― 11,631 2,097,624

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 913,113 1,172,879 ― 11,631 2,097,624

セグメント利益 77,285 36,117 ― 5,078 118,482

(注) セグメント利益の合計は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

　

（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。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当社は生産実績を定義することが困難であるため生産実績の記載はありません。

① 売上高の状況

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 平成27年２月１日
　至 平成27年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

対前年同期

金額
構 成 比

(％)
金額

構 成 比
(％)

金額
増 減 率

(％)

特殊土木工事等 1,891,810 61.8 913,113 43.5 △978,697 △51.7

住宅関連工事 1,158,982 37.9 1,172,879 55.9 13,897 1.2

機械製造販売等 400 0.0 ― ― △400 △100.0

再生可能エネルギー等 8,920 0.3 11,631 0.6 2,711 30.4

合計 3,060,112 100.0 2,097,624 100.0 △962,488 △31.5

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

　

② 受注高

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 平成27年２月１日
　至 平成27年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

対前年同期

金額
構 成 比

(％)
金額

構 成 比
(％)

金額
増 減 率

(％)

特殊土木工事等 1,306,414 55.7 1,275,820 54.4 △30,593 △2.3

住宅関連工事 1,022,123 43.6 1,071,256 45.6 49,132 4.8

機械製造販売等 16,682 0.7 ― ― △16,682 △100.0

再生可能エネルギー等 ― ― ― ― ― ―

合計 2,345,220 100.0 2,347,076 100.0 1,856 0.1

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

　

③ 受注残高

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 平成27年２月１日
　至 平成27年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

対前年同期

金額
構 成 比

(％)
金額

構 成 比
(％)

金額
増 減 率

(％)

特殊土木工事等 2,369,610 90.5 2,345,370 94.7 △24,239 △1.0

住宅関連工事 230,125 8.8 132,071 5.3 △98,053 △42.6

機械製造販売等 19,782 0.8 ― ― △19,782 △100.0

再生可能エネルギー等 ― ― ― ― ― ―

合計 2,619,518 100.0 2,477,442 100.0 △142,075 △5.4

　(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

決算短信 （宝印刷）  2016年06月09日 08時30分 10ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


