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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 14,102 12.4 21 ― 133 ― 35 ―
25年3月期第1四半期 12,541 46.5 △82 ― △26 ― △35 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 175百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △166百万円 （―％）

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 0.56 ―
25年3月期第1四半期 △0.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 54,466 21,070 37.9 331.57
25年3月期 53,704 21,396 39.1 336.95
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  20,636百万円 25年3月期  20,972百万円

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  
 

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 ― 8.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
※当社グループは、年次による業績管理を行っているため、通期の業績予想のみを開示いたします。 

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 64,000 3.6 900 △11.4 1,000 △24.6 600 4.2 9.38



(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  

(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す。なお、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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果
と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」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 68,368,532 株 25年3月期 68,368,532 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 6,132,344 株 25年3月期 6,128,879 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 62,237,888 株 25年3月期1Q 66,728,489 株



   

   

○添付資料の目次

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．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

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

   （セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………  7

   （重要な後発事象） ………………………………………………………………………………………………  7

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  8

（１）生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………  8



（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経済は、輸出関連を中心に緩やかな回復局面にあります。依然として

世界経済を巡る動きは不確実性が大きいものの、国内需要では、各種経済対策により公共投資が増加傾向を辿って

おり、住宅投資も増加が予想されています。更に個人消費も底堅く推移しており、民間の設備投資も企業収益の改

善に伴って増加基調に転じることが期待されています。 

 当社グループが主に事業を展開しております建設業界におきましては、前述の通り、公共投資が引き続き増加傾

向を辿っており、民間においても収益改善による企業の設備投資の増加や底堅い個人消費に支えられ、受注環境に

改善が見受けられる一方、原価面では、労務者不足による労務費高騰、円安局面における原材料の高騰等の先行き

不透明な懸念材料もあり、予断を許さぬ状況が引き続いています。 

  

 セグメントの業績は次のとおりです。 

 なお、セグメント損益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

（建設事業） 

 建設事業の業績につきましては、受注高199億８千８百万円、売上高135億５千１百万円、セグメント損失２千２

百万円となりました。 

  

（ゴルフ場事業） 

 ゴルフ場事業の業績につきましては、売上高８千２百万円、セグメント利益１千６百万円となりました。 

  

（ホテル事業） 

 ホテル事業の業績につきましては、売上高１億４千２百万円、セグメント利益１千６百万円となりました。 

  

（広告代理店事業） 

 広告代理店事業の業績につきましては、売上高３億４千４百万円、セグメント利益１千１百万円となりました。

   

   

（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は前連結会計年度に比べ７億６千２百万円増の544億６千６百万円となっ

ています。主な変動要因としては、現金及び預金の増加によるものです。負債の部に関しては主に未成工事受入金

の増加により、前連結会計年度末に比べ10億８千８百万円増の333億９千６百万円となりました。純資産の部に関

しては、主に配当金の支払いにより、前連結会計年度末に比べ３億２千６百万円減少の210億７千万円となってい

ます。これらにより当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は37.9％となっています。 

   

（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14日に公表いたしました通期の業績予想について、現時点で変更はありません。 

   

（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

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 6,624,890 8,687,944

受取手形・完成工事未収入金等 13,618,592 13,120,579

販売用不動産 6,125,653 6,113,541

未成工事支出金 1,746,426 1,768,570

開発事業等支出金 3,191,866 3,213,480

その他のたな卸資産 54,869 53,978

繰延税金資産 1,277,605 1,256,004

その他 697,114 1,025,168

貸倒引当金 △77,529 △75,566

流動資産合計 33,259,486 35,163,698

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,304,787 6,786,787

その他 10,983,530 10,192,258

減価償却累計額 △5,952,572 △5,946,729

有形固定資産合計 12,335,745 11,032,316

無形固定資産 53,973 55,111

投資その他の資産   

投資有価証券 4,799,060 4,946,954

長期貸付金 2,532,768 2,758,737

繰延税金資産 455,886 438,700

その他 1,317,766 1,320,234

貸倒引当金 △1,050,634 △1,249,405

投資その他の資産合計 8,054,846 8,215,220

固定資産合計 20,444,564 19,302,647

資産合計 53,704,050 54,466,345



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 19,598,393 17,256,744

未払法人税等 483,040 30,065

未成工事受入金 3,018,902 5,827,102

引当金 572,659 631,849

その他 941,816 2,029,732

流動負債合計 24,614,810 25,775,492

固定負債   

長期借入金 4,000,000 4,000,000

退職給付引当金 501,155 475,939

会員預託金 2,897,300 2,855,750

繰延税金負債 67,966 121,052

その他 227,303 168,244

固定負債合計 7,693,724 7,620,985

負債合計 32,308,534 33,396,477

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,116,492 9,116,492

資本剰余金 5,066,238 5,066,238

利益剰余金 7,255,036 6,792,812

自己株式 △1,263,693 △1,264,411

株主資本合計 20,174,073 19,711,131

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 783,844 878,862

繰延ヘッジ損益 7,890 △7,669

為替換算調整勘定 5,749 53,449

その他の包括利益累計額合計 797,483 924,642

少数株主持分 423,960 434,095

純資産合計 21,395,516 21,069,868

負債純資産合計 53,704,050 54,466,345



（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   

完成工事高 11,859,760 13,016,307

兼業事業売上高 681,655 1,085,931

売上高合計 12,541,415 14,102,238

売上原価   

完成工事原価 11,312,570 12,441,614

兼業事業売上原価 403,418 748,489

売上原価合計 11,715,988 13,190,103

売上総利益   

完成工事総利益 547,190 574,693

兼業事業総利益 278,237 337,442

売上総利益合計 825,427 912,135

販売費及び一般管理費 907,710 891,129

営業利益又は営業損失（△） △82,283 21,006

営業外収益   

受取利息 9,292 2,622

受取配当金 37,797 45,267

持分法による投資利益 12,479 9,309

会員権引取差額 13,640 25,562

その他 19,148 55,435

営業外収益合計 92,356 138,195

営業外費用   

支払利息 34,623 25,941

その他 979 329

営業外費用合計 35,602 26,270

経常利益又は経常損失（△） △25,529 132,931

特別利益   

固定資産売却益 238 1,978

特別利益合計 238 1,978

特別損失   

投資有価証券評価損 2,660 20

固定資産売却損 － 9,802

特別損失合計 2,660 9,822

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（△）

△27,951 125,087

法人税、住民税及び事業税 28,073 28,652

法人税等調整額 △30,165 49,216

法人税等合計 △2,092 77,868

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（△）

△25,859 47,219

少数株主利益 9,446 12,352

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,305 34,867



（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（△）

△25,859 47,219

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △156,593 95,180

繰延ヘッジ損益 △8,490 △15,559

為替換算調整勘定 11,010 29,112

持分法適用会社に対する持分相当額 13,851 18,588

その他の包括利益合計 △140,222 127,321

四半期包括利益 △166,081 174,540

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △175,386 162,025

少数株主に係る四半期包括利益 9,305 12,515



  （継続企業の前提に関する注記） 

   該当事項はありません。 

   

  （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。 

   

  （セグメント情報等） 

  セグメント情報 

Ⅰ 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） 

 １．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セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書計上の営業損失と一致し

ています。 

  

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） 

１．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セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書計上の営業利益と一致し

ています。 

  

  （重要な後発事象） 

  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

  （単位：千円）

  

  

報告セグメント 

  合計 調整額 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）１ 

建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業
広告代理店

事業 

売上高               

外部顧客への売上高  12,071,652  90,203  93,433  286,127  12,541,415  －  12,541,415

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  306  1,430  9,988  11,724  △11,724  －

計  12,071,652  90,509  94,863  296,115  12,553,139  △11,724  12,541,415

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
 △102,507  16,540  △2,673  6,357  △82,283  －  △82,283

  （単位：千円）

  

  

 報告セグメント 

  合計 調整額 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）１ 

建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業
広告代理店

事業 

売上高               

外部顧客への売上高  13,550,683  81,975  141,296  328,284  14,102,238  －  14,102,238

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 55  358  704  15,770  16,887  △16,887  －

計  13,550,738  82,333  142,000  344,054  14,119,125  △16,887  14,102,238

セグメント利益 

又はセグメント損失(△) 
 △21,509  15,793  15,908  10,814  21,006  －  21,006



（１）生産、受注及び販売の状況 

 提出会社単独の事業の状況は、以下のとおりです。 

  

１．建設事業部門 

(1）受注工事高、完成工事高、繰越工事高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

１ 前事業年度以前に受注した工事で契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増減

額を含めています。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれます。 

２ 期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）に一致します。 

  

(2）受注工事高 

（注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

４．補足情報

期別 区分 期首繰越工事高
（千円） 

期中受注工事高
（千円） 

計
（千円） 

期中完成工事高 
（千円） 

期末繰越工事高
（千円） 

 前第１四半期累計期間 

  

（自平成24年４月１日 

至平成24年６月30日） 

建築工事 26,504,482 12,606,315 39,110,797  9,504,322 29,606,475

土木工事 9,890,844 1,585,122 11,475,966  2,355,438 9,120,528

計 36,395,326 14,191,437 50,586,763  11,859,760 38,727,003

 当第１四半期累計期間 

  

（自平成25年４月１日 

至平成25年６月30日） 

建築工事 31,128,742 18,357,494 49,486,236  11,037,938 38,448,298

土木工事 6,955,570 1,630,759 8,586,329  1,978,424 6,607,905

計 38,084,312 19,988,253 58,072,565  13,016,362 45,056,203

前事業年度 

  

（自平成24年４月１日 

至平成25年３月31日） 

建築工事 26,504,482 52,638,201 79,142,683  48,013,941 31,128,742

土木工事 9,890,844 7,295,865 17,186,709  10,231,139 6,955,570

計 36,395,326 59,934,066 96,329,392  58,245,080 38,084,312

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円） 

前第１四半期累計期間 

自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日 

建築工事  2,747,659  9,858,656  12,606,315

土木工事  1,059,920  525,202  1,585,122

計  3,807,579  10,383,858  14,191,437

当第１四半期累計期間 

自 平成25年４月１日 

至 平成25年６月30日 

建築工事  3,221,000  15,136,494  18,357,494

土木工事  939,865  690,894  1,630,759

計  4,160,865  15,827,388  19,988,253



(3）完成工事高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

(4）繰越工事高（平成25年６月30日現在） 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

２．開発事業部門 

(1）売上高 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。 

  

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円） 

前第１四半期累計期間 

自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日 

建築工事  402,783  9,101,539  9,504,322

土木工事  1,644,773  710,665  2,355,438

計  2,047,556  9,812,204  11,859,760

当第１四半期累計期間 

自 平成25年４月１日 

至 平成25年６月30日 

建築工事  1,155,899  9,882,039  11,037,938

土木工事  1,241,020  737,404  1,978,424

計  2,396,919  10,619,443  13,016,362

区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円） 

建築工事  7,571,345  30,876,953  38,448,298

土木工事  5,998,166  609,739  6,607,905

計  13,569,511  31,486,692  45,056,203

区分 

前第１四半期累計期間 
自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日 

当第１四半期累計期間 
自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

土地  －  －  2  180,889

建物  －  －  1  201,500

不動産賃貸収入他  15  211,892  13  151,987

計  15  211,892  16  534,376
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