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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わが国経済は、デフレ脱却のための金融緩和や各種経済対策への期待から、

個人消費の改善や円安による輸出の回復など、景気は緩やかな回復傾向で推移いたしました。 

 当社グループにおきましては、東日本大震災の復旧事業や前年度からの繰越しを含む公共工事の事業執行により

消波根固ブロック、護岸ブロックなどの主力製品が増加し、業績は堅調に推移しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、1,556百万円（前年同四半期比46.3％増）とな

り、営業利益は47百万円（前年同四半期は110百万円の営業損失）、経常利益は49百万円（前年同四半期は108百万

円の経常損失）、四半期純利益は43百万円（前年同四半期は111百万円の四半期純損失）となりました。 

 事業別の売上高は、型枠貸与事業が428百万円（前年同四半期比70.7％増加）、資材・製品販売事業が1,127百万

円（前年同四半期比38.7％増加）と前年同四半期よりそれぞれ増加いたしました。 

 収益面では、型枠貸与事業の営業利益が30百万円（前年同四半期は102百万円の営業損失）、資材・製品販売事

業が16百万円（前年同四半期は7百万円の営業損失）と前年同四半期よりそれぞれ増加いたしました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

資産、負債および純資産の状況  

①資産 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産5,245百万円となり、前連結会計年度末比67百万円の増加となりま

した。 

 その主な要因は、 現金及び預金の増加841百万円、設備投資による有形固定資産の増加78百万円、商品及び製品

の増加97百万円および売掛債権の回収等による受取手形及び売掛金の減少993百万円などによるものであります。 

②負債 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は3,371百万円となり、前連結会計年度末比13百万円の増加となりま

した。 

 その主な要因は、買掛債務の支払等による支払手形及び買掛金の減少59百万円およびリース債務の増加80百万円

などによるものであります。 

③純資産 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は1,873百万円となり、前連結会計年度末比53百万円の増加となり

ました。 

 その主な要因は、四半期純利益による利益剰余金の増加43百万円およびその他有価証券評価差額金の増加9百万

円等によるものであります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想と変

更はございません。   

  

   

（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 

（税金費用の計算） 

  税金費用については、当第１四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する方法を採用

しております。 

    

  

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
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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：千円）

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   

現金及び預金 638,298 1,479,536

受取手形及び売掛金 3,348,953 2,355,670

商品及び製品 255,571 353,483

原材料及び貯蔵品 12,903 12,852

その他 101,180 129,385

貸倒引当金 △70,756 △70,411

流動資産合計 4,286,151 4,260,516

固定資産   

有形固定資産   

リース資産（純額） 283,373 361,162

その他（純額） 118,031 118,367

有形固定資産合計 401,404 479,530

無形固定資産 9,627 11,601

投資その他の資産   

投資有価証券 222,178 233,238

その他 403,528 405,044

貸倒引当金 △144,171 △144,163

投資その他の資産合計 481,534 494,119

固定資産合計 892,567 985,250

資産合計 5,178,718 5,245,766

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,736,351 2,676,357

リース債務 130,712 149,518

未払金 106,713 148,524

未払法人税等 31,943 8,055

その他 90,376 63,989

流動負債合計 3,096,097 3,046,446

固定負債   

リース債務 166,934 228,642

繰延税金負債 2,216 3,772

退職給付引当金 71,256 71,624

その他 21,436 21,436

固定負債合計 261,844 325,476

負債合計 3,357,942 3,371,923
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,004,427 1,004,427

資本剰余金 541,691 541,691

利益剰余金 274,382 317,967

自己株式 △59,173 △59,195

株主資本合計 1,761,328 1,804,891

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59,448 68,952

その他の包括利益累計額合計 59,448 68,952

純資産合計 1,820,776 1,873,843

負債純資産合計 5,178,718 5,245,766

日建工学株式会社（9767）平成26年３月期 第1四半期決算短信

4



（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：千円）

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 1,064,132 1,556,511

売上原価 876,796 1,197,000

売上総利益 187,335 359,511

販売費及び一般管理費 297,802 312,072

営業利益又は営業損失（△） △110,466 47,439

営業外収益   

受取利息 186 232

受取配当金 2,332 2,502

たな卸資産処分益 － 1,373

貸倒引当金戻入額 810 353

為替差益 － 20

その他 140 133

営業外収益合計 3,470 4,616

営業外費用   

支払利息 1,955 2,275

為替差損 13 －

営業外費用合計 1,969 2,275

経常利益又は経常損失（△） △108,964 49,780

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（△）

△108,964 49,780

法人税等 2,717 6,185

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（△）

△111,681 43,595

四半期純利益又は四半期純損失（△） △111,681 43,595
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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：千円）

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（△）

△111,681 43,595

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,965 9,504

その他の包括利益合計 △8,965 9,504

四半期包括利益 △120,647 53,099

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △120,647 53,099

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。   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平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および利益または損失の金額に関する情報 

  
２．報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結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） 

  
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

    該当事項はありません。 
  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの売上高および利益の金額に関する情報 

  
２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結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） 

  
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

    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）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 
合計 

（千円） 型枠貸与事業 
（千円） 

資材・製品販売
事業（千円） 

売上高       

外部顧客への売上高  250,996  813,135  1,064,132

セグメント間の内部売上高又は振
替高 

 －  －  －

計  250,996  813,135  1,064,132

セグメント損失(△)  △102,848  △7,618  △110,466

損失(△) 金額（千円） 

報告セグメント計  △110,466

セグメント間取引消去  －

四半期連結損益計算書の営業損失(△)  △110,466

  

報告セグメント 
合計 

（千円） 型枠貸与事業 
（千円） 

資材・製品販売
事業（千円） 

売上高       

外部顧客への売上高 428,526 1,127,985 1,556,511 

セグメント間の内部売上高又は振
替高 

           -            -            - 

計 428,526 1,127,985 1,556,511 

セグメント利益 30,932 16,506 47,439 

利益 金額（千円） 

報告セグメント計 47,439 

セグメント間取引消去  －

四半期連結損益計算書の営業利益  47,439
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