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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、企業収益の改善など緩やかながらも回復基調で推移したもの

の、個人消費に弱さが見受けられるなど回復に力強さを欠きました。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したものの、建設資材価格や労務費の上昇懸念など引き続き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、「土地開発」「建設」「運用」「ファシリティ・マネジメント」「メン

テナンス」「リニューアル」の一連の事業主体をグループ内に組み込み、グループ内の各社が情報を共有し各々の

事業の収益化に繋げてまいりました。また、「運用」から「リニューアル」までの収益安定型であるストック型ビ

ジネスの比重を高めるための取り組みのほか、中国や東南アジア諸国の市場開拓など海外事業基盤の強化を推し進

めてまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は30,219百万円（前年同期比99.2％、255百万

円減）、営業利益は1,919百万円（前年同期比122.1％、347百万円増）、経常利益は1,976百万円（前年同期比

121.5％、349百万円増）及び四半期純利益は1,235百万円（前年同期比137.9％、339百万円増）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、販売事業ではコンビニ等の店舗向け商品や復興関連施設等の増加により、売

上高は10,617百万円（前年同期比125.2％、2,137百万円増）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の増加等により、売上高は4,862百万円（前年同期比109.8％、434百万円増）となりまし

た。これらの結果、同事業全体の売上高は15,480百万円（前年同期比119.9％、2,572百万円増）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、鉄道・土木工事は堅調に推移したものの、建築工事において利益を重視し選別受

注を行ったこと等もあり、売上高は8,512百万円（前年同期比75.3％、2,792百万円減）となりました。

（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、期末に向けて、工事完成や工事進捗率の高まりにより、売上高

は4,054百万円（前年同期比96.6％、141百万円減）となりました。また、メンテナンス事業では点検・保守は堅調

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1,207百万円（前年同期比91.1％、

118百万円減）となりました。一方、駐車場運営・管理事業では、当第３四半期連結累計期間において駐車場50件

892車室、駐輪場７件1,300台純増し、12月末において駐車場295件2,628車室、駐輪場25件3,405台となり、売上高

は941百万円（前年同期比127.1％、200百万円増）となりました。これらの結果、同事業全体の売上高は6,203百万

円（前年同期比99.1％、58百万円減）となりました。

（開発事業）

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

活動を展開し、着実に開発案件を取り込みました。この結果、流通店舗の新規出店にかかるコンサルティング業務

収入に加え、不動産賃貸収入が計上され、売上高は23百万円となりました。 

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結累計期間における資産合計は、主に販売用不動産、仕掛販売用不動産及び投資有価証券の増加

により、前連結会計年度末と比べ、3,001百万円増加し、40,955百万円となりました。

負債合計は、主に短期借入金の増加により、前連結会計年度末と比べ、2,168百万円増加し、25,971百万円とな

りました。

純資産合計は、剰余金の配当や自己株式の取得による減少があったものの、利益剰余金の増加により、前連結会

計年度末と比べ、832百万円増加し、14,983百万円となりました。

これらの結果、自己資本比率は36.4％（前連結会計年度末は37.2％）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、概ね計画通りに推移しており、平成26年５月13日公表の通期の連結業績予想に変

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３四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３四半

期連結累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３四半期連結累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３四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３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金預金 4,879,834 4,937,509 

受取手形・完成工事未収入金 8,974,047 9,067,970 

リース未収入金 2,763,201 2,919,237 

販売用不動産 103,726 497,997 

仕掛販売用不動産 4,993,340 5,534,079 

未成工事支出金 214,028 523,431 

リース支出金 1,557,833 1,797,099 

商品及び製品 300,310 237,585 

仕掛品 44,326 74,117 

原材料及び貯蔵品 520,183 452,643 

その他 804,702 1,228,968 

貸倒引当金 △90,951 △59,924 

流動資産合計 25,064,584 27,210,714 

固定資産    

有形固定資産    

リース用建物（純額） 2,382,029 2,543,022 

建物・構築物（純額） 1,990,786 1,948,753 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 346,463 318,442 

土地 4,486,353 4,292,754 

建設仮勘定 － 227,913 

有形固定資産合計 9,205,632 9,330,885 

無形固定資産    

その他 254,712 280,605 

無形固定資産合計 254,712 280,605 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,323,490 3,000,797 

破産更生債権等 266,857 266,521 

その他 1,110,396 1,137,238 

貸倒引当金 △271,569 △271,229 

投資その他の資産合計 3,429,175 4,133,327 

固定資産合計 12,889,520 13,744,818 

資産合計 37,954,105 40,955,533 
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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３四半期連結会計期間 

(平成26年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形・工事未払金等 10,354,464 10,496,083 

短期借入金 3,760,000 5,000,000 

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 140,000 120,000 

未払法人税等 119,731 775,696 

未成工事受入金 559,900 789,960 

リース前受収益 2,174,216 2,231,600 

工事損失引当金 20,923 5,480 

完成工事補償引当金 905,899 822,248 

役員賞与引当金 34,350 － 

賞与引当金 381,242 185,192 

その他 869,775 1,463,902 

流動負債合計 19,815,028 22,384,688 

固定負債    

社債 850,000 750,000 

長期借入金 1,448,211 1,097,234 

退職給付に係る負債 1,305,903 1,103,586 

資産除去債務 57,019 55,539 

その他 326,866 580,513 

固定負債合計 3,988,000 3,586,874 

負債合計 23,803,029 25,971,562 

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 1,913,583 

利益剰余金 5,701,817 6,661,173 

自己株式 △625,031 △1,126,675 

株主資本合計 13,992,377 14,450,159 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 237,246 557,467 

退職給付に係る調整累計額 △116,372 △91,653 

その他の包括利益累計額合計 120,873 465,814 

新株予約権 37,825 67,997 

純資産合計 14,151,075 14,983,971 

負債純資産合計 37,954,105 40,955,533 

 

- 5 -

日成ビルド工業㈱（1916）平成27年３月期　第３四半期決算短信



（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３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

売上高    

完成工事高 26,046,813 25,356,867 

リース収益 4,428,196 4,862,852 

売上高合計 30,475,009 30,219,720 

売上原価    

完成工事原価 22,598,550 21,730,418 

リース原価 3,360,090 3,565,769 

売上原価合計 25,958,640 25,296,188 

売上総利益    

完成工事総利益 3,448,262 3,626,448 

リース総利益 1,068,105 1,297,082 

売上総利益合計 4,516,368 4,923,531 

販売費及び一般管理費 2,944,552 3,004,392 

営業利益 1,571,815 1,919,139 

営業外収益    

受取利息 2,730 1,755 

受取配当金 15,314 16,653 

不動産賃貸収入 106,817 35,446 

仕入割引 32,807 33,884 

その他 68,788 50,135 

営業外収益合計 226,457 137,876 

営業外費用    

支払利息 62,550 49,774 

社債発行費 14,029 － 

不動産賃貸原価 56,668 19,001 

その他 37,968 11,710 

営業外費用合計 171,216 80,485 

経常利益 1,627,056 1,976,530 

特別利益    

固定資産売却益 657 69,804 

特別利益合計 657 69,804 

特別損失    

固定資産売却損 － 19,973 

固定資産除却損 9,668 2,500 

投資有価証券売却損 － 16,837 

その他 － 1,836 

特別損失合計 9,668 41,147 

税金等調整前四半期純利益 1,618,045 2,005,187 

法人税等 722,436 770,135 

少数株主損益調整前四半期純利益 895,609 1,235,051 

四半期純利益 895,609 1,235,051 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 895,609 1,235,051 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 32,243 320,221 

退職給付に係る調整額 － 24,718 

その他の包括利益合計 32,243 344,940 

四半期包括利益 927,853 1,579,992 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 927,853 1,579,992 

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

法第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株）を取得して

おります。
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