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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１四半期連結累計期間における我が国経済は、消費増税に伴う駆け込み需要の反動減の影響はあるものの、

企業収益や雇用情勢が改善するなど緩やかながらも回復基調が続きました。一方、建設業界におきましては、公共

工事・民間工事はともに底堅く推移いたしましたが、建設資材価格や労務費の上昇懸念など予断を許さない経営環

境が続きました。 

このような状況のなか当社グループは、土地情報や建設情報をグループ会社で共有し、それぞれのグループ機能

につなげるなどグループの相乗効果の最大化を図ってまいりました。また、当社グループの営業ネットワークを活

用した駐車場運営・管理事業の全国展開の推進や当社グループの建設情報等を基にファシリティ・マネジメント事

業の拡大に努めるなどストックビジネス増大を図ってまいりました。加えて、海外事業につきましては、マレーシ

アやタイにおいて立体駐車場の受注を獲得するなど着実に事業基盤の構築を推し進めました。 

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、システム建築事業は好調に推移いたしましたが、総合建設事業におい

て利益を重視し選別受注を行ったこと等により、売上高は7,864百万円（前年同期比94.2％、481百万円減）となり

ました。また、利益面につきましては、概ね計画通りに進捗しており、営業利益175百万円（前年同期比75.7％、

56百万円減）、経常利益197百万円（前年同期比75.8％、62百万円減）及び四半期純利益147百万円（前年同期比

106.3％、8百万円増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（システム建築事業） 

システム建築事業につきましては、販売事業では全国展開のコンビニ等の店舗向け商品や大スパンタイプ商品

「日成Ｖスパン-Ｓ」が工場向けに増加したこと等により、売上高は3,378百万円（前年同期比131.7％、813百万円

増）となりました。また、レンタル事業では学校施設の耐震化等に伴う仮設校舎が増加したこと等により、売上高

は1,277百万円（前年同期比116.9％、185百万円増）となりました。これらの結果、同事業全体の売上高は4,656百

万円（前年同期比127.3％、998百万円増）となりました。 

（総合建設事業） 

総合建設事業につきましては、マンション等の大規模修繕工事・耐震補強工事や鉄道工事は堅調に推移したもの

の、建築工事においては利益を重視し選別受注を行ったこと等もあり売上高は2,146百万円（前年同期比68.8％、

971百万円減）に留まりました。 

（立体駐車場事業） 

立体駐車場事業につきましては、販売事業では、下期に工事が完成する物件が多いことから、売上高は441百万

円（前年同期比38.9％、692百万円減）に留まりました。また、メンテナンス事業では、定期点検は堅調に推移し

たものの、リニューアル工事が低調に推移したことにより、売上高は329百万円（前年同期比75.2％、108百万円

減）となりました。一方、駐車場運営・管理事業では、パートナー企業との連携を深めるなど積極的な営業活動を

行い、新規駐車場・駐輪場の開設を進めた結果、当第１四半期連結累計期間において駐車場で17件504車室、駐輪

場で４件885台を新設し、当第１四半期連結累計期間末においては駐車場で267件2,210車室、駐輪場で23件2,985台

となり、売上高は284百万円となりました。これらの結果、同事業全体の売上高は1,054百万円（前年同期比

67.1％、516百万円減）となりました。 

（開発事業） 

開発事業につきましては、前連結会計年度末より新たにセグメントを設け、開発案件獲得に向けて積極的に営業

活動を展開してまいりました。当第１四半期連結累計期間においては、流通店舗における新規出店にかかるコンサ

ルティング業務の収入があり、売上高は7百万円となりました。 
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結累計期間における資産合計は、受取手形・完成工事未収入金の減少等により、前連結会計年度

末と比べ1,276百万円減少し、36,677百万円となりました。 

負債合計は、支払手形・工事未払金の減少等により、前連結会計年度末と比べ768百万円減少し、23,034百万円

となりました。 

純資産合計は、剰余金の配当や自己株式の取得等により、前連結会計年度末と比べ507百万円減少し、13,643百

万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は37.1％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

連結業績予想につきましては、概ね計画通りに進捗しており、平成26年５月13日公表の第２四半期連結累計期間

及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）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しております。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に

近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均

割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が187,463千円減少し、利益剰余金が同額増

加しております。

また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響は軽微であり

ます。 
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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26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金預金 4,879,834 5,930,844 

受取手形・完成工事未収入金 8,974,047 6,693,990 

リース未収入金 2,763,201 2,188,361 

販売用不動産 103,726 103,893 

仕掛販売用不動産 4,993,340 5,005,495 

未成工事支出金 214,028 637,090 

リース支出金 1,557,833 1,563,397 

商品及び製品 300,310 276,868 

仕掛品 44,326 26,096 

原材料及び貯蔵品 520,183 476,995 

その他 804,702 959,108 

貸倒引当金 △90,951 △88,545 

流動資産合計 25,064,584 23,773,596 

固定資産    

有形固定資産    

リース用建物（純額） 2,382,029 2,386,601 

建物・構築物（純額） 1,990,786 1,953,331 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 346,463 334,107 

土地 4,486,353 4,325,492 

建設仮勘定 - 132,949 

有形固定資産合計 9,205,632 9,132,483 

無形固定資産    

その他 254,712 263,827 

無形固定資産合計 254,712 263,827 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,323,490 2,390,784 

破産更生債権等 266,857 266,764 

その他 1,110,396 1,111,565 

貸倒引当金 △271,569 △261,031 

投資その他の資産合計 3,429,175 3,508,082 

固定資産合計 12,889,520 12,904,393 

資産合計 37,954,105 36,677,990 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形・工事未払金等 10,354,464 8,802,752 

短期借入金 3,760,000 4,350,000 

1年内返済予定の長期借入金 494,524 494,524 

1年内償還予定の社債 140,000 140,000 

未払法人税等 119,731 124,931 

未成工事受入金 559,900 518,419 

リース前受収益 2,174,216 2,206,740 

工事損失引当金 20,923 17,707 

完成工事補償引当金 905,899 884,756 

役員賞与引当金 34,350 - 

賞与引当金 381,242 174,633 

その他 869,775 1,667,823 

流動負債合計 19,815,028 19,382,288 

固定負債    

社債 850,000 800,000 

長期借入金 1,448,211 1,324,580 

退職給付に係る負債 1,305,903 1,112,580 

資産除去債務 57,019 57,065 

その他 326,866 357,790 

固定負債合計 3,988,000 3,652,017 

負債合計 23,803,029 23,034,305 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,002,078 7,002,078 

資本剰余金 1,913,512 1,913,941 

利益剰余金 5,701,817 5,622,361 

自己株式 △625,031 △1,125,064 

株主資本合計 13,992,377 13,413,316 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 237,246 285,915 

退職給付に係る調整累計額 △116,372 △108,133 

その他の包括利益累計額合計 120,873 177,782 

新株予約権 37,825 52,585 

純資産合計 14,151,075 13,643,684 

負債純資産合計 37,954,105 36,677,990 

 

- 5 -

日成ビルド工業㈱（1916）平成27年３月期　第１四半期決算短信



（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25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高    

完成工事高 7,253,284 6,586,406 

リース収益 1,092,570 1,277,723 

売上高合計 8,345,855 7,864,130 

売上原価    

完成工事原価 6,338,472 5,782,807 

リース原価 778,535 874,582 

売上原価合計 7,117,007 6,657,390 

売上総利益    

完成工事総利益 914,812 803,598 

リース総利益 314,035 403,140 

売上総利益合計 1,228,848 1,206,739 

販売費及び一般管理費 996,772 1,031,040 

営業利益 232,075 175,698 

営業外収益    

受取利息 638 509 

受取配当金 11,821 12,715 

不動産賃貸収入 35,551 13,020 

仕入割引 10,812 10,360 

その他 31,180 14,849 

営業外収益合計 90,004 51,455 

営業外費用    

支払利息 22,166 13,909 

社債発行費 14,029 - 

不動産賃貸原価 18,543 8,603 

その他 6,853 7,074 

営業外費用合計 61,592 29,587 

経常利益 260,487 197,565 

特別利益    

固定資産売却益 604 69,629 

特別利益合計 604 69,629 

特別損失    

固定資産除却損 1,406 716 

その他 - 136 

特別損失合計 1,406 852 

税金等調整前四半期純利益 259,685 266,342 

法人税等合計 121,039 118,945 

少数株主損益調整前四半期純利益 138,646 147,397 

四半期純利益 138,646 147,397 
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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25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 138,646 147,397 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △112,066 48,669 

退職給付に係る調整額 － 8,239 

その他の包括利益合計 △112,066 56,909 

四半期包括利益 26,579 204,306 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 26,579 204,306 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（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）

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）

当社は、平成26年５月20日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、自己株式499,973千円（1,780千株）を取得して

おります。
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