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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31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 ％

27年3月期第3四半期 5,879 4.4 186 △48.4 211 △42.7 188 △43.0
26年3月期第3四半期 5,633 29.5 360 ― 368 ― 330 ―

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 203百万円 （△47.4％） 26年3月期第3四半期 386百万円 （―％）

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

27年3月期第3四半期 10.31 ―
26年3月期第3四半期 18.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 6,218 2,336 37.6
26年3月期 6,469 2,262 35.0
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 2,235百万円 26年3月期 2,262百万円

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

26年3月期 ― 2.00 ― 4.00 6.00
27年3月期 ― 3.00 ―
27年3月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 9,200 2.4 450 △11.9 450 △13.2 370 △20.4 20.25



(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 ： 有
（注） 詳細は３ページ ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 をご覧ください。

(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レビュー手続の対象外であり、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
報告書のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
なお、上記予想の前提条件等に関する事項につきましては、２ページ 「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」 をご覧ください。

※ 注記事項

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 27年3月期3Q 18,622,544 株 26年3月期 18,622,544 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 359,724 株 26年3月期 351,632 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 18,266,832 株 26年3月期3Q 18,275,693 株
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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わが国経済は、政府の積極的な金融・経済政策や円安・株高に支えられ、企

業収益は改善し、景気は緩やかな回復基調に推移いたしましたが、輸入物価の上昇、消費増税を背景に国内物価の

上昇、個人消費の低迷等により、国内景気の先行きは不透明感が増してきております。

当社グループにおきましては、東日本大震災の復旧事業における海岸堤防で使用する護岸ブロック等の出荷が順

調に伸長したことから、売上高は増加いたしましたが、前年度補正予算で当年度に執行される公共工事は、前年同

期比で減少し、型枠貸与事業の売上高は減少いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、5,879百万円（前年同四半期比246百万円増）と

なりましたが、鋼製型枠の減価償却費等が増加し、営業利益は186百万円（前年同四半期比174百万円減）、経常利

益は211百万円（前年同四半期比157百万円減）、四半期純利益は188百万円（前年同四半期比141百万円減）とな

り、増収減益となりました。

事業別の売上高は、型枠貸与事業が1,381百万円（前年同四半期比150百万円減）、資材・製品販売事業が4,497

百万円（前年同四半期比396百万円増）となりました。

収益面では、型枠貸与事業の営業利益が114百万円（前年同四半期比154百万円減）、資材・製品販売事業の営業

利益が71百万円（前年同四半期比20百万円減）と前年同四半期よりそれぞれ減少いたしました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

①資産

当第３四半期連結会計期間末における総資産は6,218百万円となり、前連結会計年度末比251百万円の減少となり

ました。

その主な要因は、売上債権の回収等による受取手形及び売掛金の減少913百万円及び商品在庫の増加による商品

及び製品の増加574百万円、有形固定資産の増加60百万円等によるものであります。

②負債

当第３四半期連結会計期間末における負債は3,882百万円となり、前連結会計年度末比325百万円の減少となりま

した。

その主な要因は、仕入債務の支払等による支払手形及び買掛金の減少347百万円等によるものであります。

③純資産

当第３四半期連結会計期間末における純資産は2,336百万円となり、前連結会計年度末比73百万円の増加となり

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60百万円及びその他有価証券評価差額金の増加14百万円

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

通期の業績につきましては、平成26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。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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。
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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

現金及び預金 814,966 755,825

受取手形及び売掛金 4,143,621 3,230,417

商品及び製品 363,530 938,514

原材料及び貯蔵品 7,594 8,282

その他 150,703 225,065

貸倒引当金 △71,079 △85,242

流動資産合計 5,409,336 5,072,863

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 464,696 530,931

その他（純額） 178,257 172,751

有形固定資産合計 642,953 703,683

無形固定資産 13,319 16,096

投資その他の資産

投資有価証券 240,053 255,887

その他 306,608 313,219

貸倒引当金 △142,273 △143,364

投資その他の資産合計 404,389 425,742

固定資産合計 1,060,662 1,145,521

資産合計 6,469,998 6,218,384

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,227,432 2,880,280

リース債務 191,635 194,329

未払金 105,447 170,419

未払法人税等 46,058 133

役員賞与引当金 16,900 －

その他 229,301 177,344

流動負債合計 3,816,775 3,422,508

固定負債

リース債務 292,578 362,698

繰延税金負債 6,071 7,450

退職給付に係る負債 71,077 68,275

その他 21,436 21,436

固定負債合計 391,164 459,860

負債合計 4,207,939 3,882,368

日建工学株式会社（9767）平成27年３月期　第３四半期決算短信

4



（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)

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 702,731 763,147

自己株式 △60,259 △61,739

株主資本合計 2,188,590 2,247,526

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 73,468 87,923

その他の包括利益累計額合計 73,468 87,923

少数株主持分 － 566

純資産合計 2,262,058 2,336,016

負債純資産合計 6,469,998 6,218,384
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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 5,633,771 5,879,925

売上原価 4,348,066 4,654,483

売上総利益 1,285,705 1,225,441

販売費及び一般管理費 924,745 1,039,267

営業利益 360,959 186,174

営業外収益

受取利息 754 783

受取配当金 4,871 5,273

たな卸資産処分益 8,823 12,838

貸倒引当金戻入額 118 －

為替差益 48 14,592

その他 1,368 1,156

営業外収益合計 15,984 34,645

営業外費用

支払利息 7,964 9,167

その他 273 425

営業外費用合計 8,238 9,592

経常利益 368,705 211,227

特別利益

固定資産売却益 997 －

特別利益合計 997 －

税金等調整前四半期純利益 369,702 211,227

法人税等 39,459 22,367

少数株主損益調整前四半期純利益 330,243 188,859

少数株主利益 － 566

四半期純利益 330,243 188,293
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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 330,243 188,859

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 56,406 14,455

その他の包括利益合計 56,406 14,455

四半期包括利益 386,649 203,314

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 386,649 202,748

少数株主に係る四半期包括利益 － 566
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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）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計
型枠貸与事業

資材・製品販売
事業

売上高

外部顧客への売上高 1,532,524 4,101,246 5,633,771

セグメント間の内部売上高又は振
替高

－ － －

計 1,532,524 4,101,246 5,633,771

セグメント利益 268,747 92,211 360,959

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） （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 360,959

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 360,959

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント

合計
型枠貸与事業

資材・製品販売
事業

売上高

外部顧客への売上高 1,381,973 4,497,952 5,879,925

セグメント間の内部売上高又は振
替高

－ － －

計 1,381,973 4,497,952 5,879,925

セグメント利益 114,442 71,731 186,174

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） （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 186,174

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 186,174

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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