




  
  

 
 ※各株式数には当社が発行する優先株式を含めております。 

 ※1株当たり四半期純利益は、③期中平均株式数を算定上の基礎としております。 

 ※1株当たり純資産は、普通株式の期末発行済株式数を算定上の基礎としております。 

  

(％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：有 

平成25年５月10日に公表した第２四半期（累計）の個別業績予想のみ修正しております。 

  

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しているため、実際の

業績等は予想数値と異なる可能性があります。 

  (参考) 発行済株式数について

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期１Ｑ 190,572,037株 25年3月期 190,572,037株

②期末自己株式数 26年3月期１Ｑ 212,435株 25年3月期 210,822株

③期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期１Ｑ 190,360,018株 25年3月期１Ｑ 192,694,633株

  (参考) 平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月1日～平成26年３月31日）

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

第２四半期(累計) 27,100 △1.5 460 13.0 410 △5.5 2.15

通期 67,500 △9.4 2,200 △34.3 2,100 △41.0 11.03



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………  2 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………  2 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………  2 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………  2 

２．四半期連結財務諸表   …………………………………………………………………  3 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………  3 

（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 …………………………  5 

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 …………………………………………………………  5 

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 …………………………………………………………  6 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………  7 

  （継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………  7 

  （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………  7 

３．補足情報 …………………………………………………………………………………  7 

 四半期個別受注の概況 …………………………………………………………………  7 

  

○添付資料の目次

世紀東急工業株式会社(1898)平成26年３月期 第１四半期決算短信

-　1　-



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府および日本銀行の政策効果に対する期待感か

ら、企業心理や消費者マインドには改善の動きがみられたものの、欧州債務問題や新興国経済の減速懸

念など多くの先行き不安要因を抱えるなか、実体経済は本格的な回復基調を示すには至らず、依然とし

て予断を許さない状況が続きました。 

道路建設業界におきましても、平成24年度補正予算の執行を受け、公共工事の発注は堅調に推移いた

しましたが、円安等による原材料価格の高騰に加え、一部の地域においては、需給の逼迫に伴い資材価

格が上昇傾向を示すなど、引き続き厳しい事業環境となりました。 

このような状況のもと、当社グループでは、社会資本整備の一端を担う企業グループとして、事業活

動を通じ震災の復旧・復興支援に尽力する一方、「中期３ヶ年経営計画」（平成23年４月１日～平成26

年３月31日）に基づき、収益の源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進に全力を挙げて取り

組むとともに、経営資源の効率的な活用や調達コストの見直しを進めるなど、収益構造の改善を推し進

め、利益確保に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産事業

等売上高を含む）は、172億77百万円（前年同期比31.7％増）、売上高は121億43百万円（前年同期比

12.0％減）、経常損失は19百万円（前年同期は３億92百万円の経常損失）、四半期純損失は26百万円

（前年同期は３億36百万円の四半期純損失）となりました。売上高につきましては、前年第１四半期に

大型工事の完成があったため、前年同期との比較では大幅な減少となりましたが、損益面につきまして

は、採算性の向上により、何れも前年同期の成績を上回る結果となりました。 

なお、当社グループにおける建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から

第３四半期に比べ、第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用につ

いては年間を通じて恒常的に発生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大き

く変動いたします。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し40億29百万円減少の440億76

百万円となりました。売上債権が減少したことなどにより流動資産は43億58百万円の減少となり、ま

た、有形固定資産の取得などにより、固定資産は３億28百万円の増加となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し40億６百万円減少の327億55

百万円となりました。流動負債は、仕入債務が減少したことなどにより35億59百万円の減少となり、ま

た、固定負債につきましては４億46百万円の減少となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失26百万円を計上したことにより、前連結

会計年度末と比べて23百万円減少の113億21百万円となりました。この結果、自己資本比率は25.7％と

なりました。 

  

平成26年３月期の連結業績予想および個別業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、前回

公表時（平成25年５月10日）から、それぞれ第２四半期累計期間の予想数値を修正いたしております。

詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、通期の連結業績予想および個別業績予想につきましては、前回公表時から予想数値の変更はご

ざいません。  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表
（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 2,566 7,311

受取手形・完成工事未収入金等 20,036 9,674

未成工事支出金 5,347 7,045

材料貯蔵品 328 317

繰延税金資産 403 403

その他 3,679 3,232

貸倒引当金 △55 △37

流動資産合計 32,306 27,947

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 6,508 6,522

機械、運搬具及び工具器具備品 15,256 15,298

土地 11,504 11,504

建設仮勘定 － 362

減価償却累計額 △18,261 △18,328

有形固定資産合計 15,007 15,358

無形固定資産 157 159

投資その他の資産

その他 1,387 1,345

貸倒引当金 △752 △733

投資その他の資産合計 634 611

固定資産合計 15,799 16,128

資産合計 48,106 44,076
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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 22,091 17,240

短期借入金 509 1,103

未払法人税等 200 45

未成工事受入金 3,180 4,304

完成工事補償引当金 142 127

工事損失引当金 368 429

賞与引当金 470 211

その他 1,228 1,170

流動負債合計 28,190 24,631

固定負債

長期借入金 4,500 4,000

退職給付引当金 3,984 4,037

その他 86 86

固定負債合計 8,571 8,124

負債合計 36,762 32,755

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 500 500

利益剰余金 8,846 8,820

自己株式 △20 △20

株主資本合計 11,326 11,299

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18 21

その他の包括利益累計額合計 18 21

純資産合計 11,344 11,321

負債純資産合計 48,106 44,076
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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 13,791 12,143

売上原価 13,311 11,357

売上総利益 480 785

販売費及び一般管理費 837 790

営業損失（△） △357 △5

営業外収益

土地賃貸料 4 4

雑収入 4 5

営業外収益合計 8 10

営業外費用

支払利息 31 11

支払保証料 6 5

雑支出 5 6

営業外費用合計 43 24

経常損失（△） △392 △19

特別利益

固定資産売却益 － 1

受取補償金 79 25

特別利益合計 79 27

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

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（△）

△313 7

法人税、住民税及び事業税 23 34

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △336 △26

四半期純損失（△） △336 △26
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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損失（△） △336 △26

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1 3

その他の包括利益合計 △1 3

四半期包括利益 △338 △22

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △338 △22

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

      四半期個別受注の概況 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

（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）

３．補足情報

個別受注の実績

受 注 高

26年３月期第１四半期 16,869百万円    31.7%

25年３月期第１四半期 12,804百万円    10.0%

（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、対前年同四半期比較増減率

  受注実績の内訳 （単位：百万円）

前年第１四半期 当第１四半期

（平成25年３月期 （平成26年３月期 増 減 前 期

区   分  第１四半期） 第１四半期） （平成25年３月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 1,935 15.1 4,622 27.4 2,687 138.9 16,724 24.7

受 
注 
高

国内民間 6,468 50.5 8,081 47.9 1,612 24.9 29,726 43.9

  計 8,403 65.6 12,703 75.3 4,300 51.2 46,450 68.6

 製 品 部 門 等 4,401 34.4 4,165 24.7 △235 △5.4 21,304 31.4

合   計 12,804 100.0 16,869 100.0 4,064 31.7 67,755 100.0
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