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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善が見られ、政府・日銀による各種政策の効果もあ

り、景気は緩やかな上昇傾向を辿りました。また、個人消費・雇用と所得環境の改善が見られ、国内設備投資は健

長な推移を致しました。

当業界におきましては、人件費、輸送費の高騰がありましたが、このような中、当社は受注に鋭意努力し、当第

１四半期累計期間の受注高は前年同四半期比45.8％増の6,341百万円となりました。

完成工事高は、前年同四半期比12.9％増の4,993百万円となりました。損益面は、コスト削減及び追加変更の獲得

が寄与した結果、営業利益709百万円、経常利益745百万円、四半期純利益470百万円(前年同四半期は128百万円の四

半期純損失)となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

総資産は、前事業年度の21,323百万円から22,382百万円と1,058百万円増加しました。未成工事支出金及び現金預

金等が減少したものの、売上債権及び投資有価証券等が増加したことによるものです。

総負債は、工事未払金及び賞与引当金等が減少するも、短期借入金、未払法人税等及び補償損失引当金等が増加

したことにより、678百万円の増加となりました。

純資産は、利益剰余金の増加により380百万円の増加となりました。

　

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年９月期の業績予想につきましては、年初から上半期にかけて鉄骨需要の端境期も予想され、先行きが

不透明なため、期中において見込みが立った時点で改めて業績修正致します。

従いまして、平成27年11月11日に開示しました業績予想は変更しておりません。

　

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当事業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も

り、税引前四半期純損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。

（２）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。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年９月30日)

当第１四半期会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 924,328 725,103

受取手形・完成工事未収入金 12,610,530 14,260,715

未成工事支出金 1,174,641 748,786

材料貯蔵品 99,504 125,095

未収入金 35,407 23,713

その他 99,739 106,384

貸倒引当金 △20,160 △17,343

流動資産合計 14,923,991 15,972,455

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,017,919 999,863

機械・運搬具（純額） 428,538 404,237

土地 3,799,221 3,799,221

その他（純額） 22,162 23,237

有形固定資産合計 5,267,842 5,226,560

無形固定資産 12,047 12,685

投資その他の資産

投資有価証券 610,168 652,186

その他 539,522 547,525

貸倒引当金 △30,000 △29,250

投資その他の資産合計 1,119,691 1,170,461

固定資産合計 6,399,581 6,409,706

資産合計 21,323,573 22,382,162

負債の部

流動負債

工事未払金 3,001,097 2,553,077

短期借入金 500,000 1,370,000

未払法人税等 43,898 228,720

未成工事受入金 1,559 1,559

補償損失引当金 ― 45,226

賞与引当金 80,212 36,877

その他 348,092 403,746

流動負債合計 3,974,859 4,639,207

固定負債

退職給付引当金 214,784 214,641

役員退職慰労引当金 119,883 121,973

その他 161,271 173,102

固定負債合計 495,940 509,717

負債合計 4,470,800 5,148,924
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年９月30日)

当第１四半期会計期間
(平成27年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 955,491 955,491

資本剰余金 572,129 572,129

利益剰余金 15,262,877 15,616,429

自己株式 △133,062 △133,728

株主資本合計 16,657,435 17,010,322

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 195,337 222,915

評価・換算差額等合計 195,337 222,915

純資産合計 16,852,773 17,233,237

負債純資産合計 21,323,573 22,382,162
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成26年12月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成27年10月１日

　至 平成27年12月31日)

完成工事高 4,422,741 4,993,883

完成工事原価 4,529,985 4,138,457

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） △107,244 855,426

販売費及び一般管理費 123,896 146,389

営業利益又は営業損失（△） △231,140 709,036

営業外収益

受取利息 24 18

受取配当金 5,615 6,133

不動産賃貸料 20,357 20,153

鉄屑売却益 14,909 5,046

貸倒引当金戻入額 ― 3,567

その他 10,066 8,457

営業外収益合計 50,973 43,376

営業外費用

支払利息 4,928 1,209

貸倒引当金繰入額 5,966 ―

賃貸費用 2,504 2,473

遊休資産管理費 2,648 2,391

支払補償費 5,113 ―

その他 147 1,181

営業外費用合計 21,309 7,256

経常利益又は経常損失（△） △201,476 745,156

特別損失

補償損失引当金繰入額 ― 45,360

特別損失合計 ― 45,360

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △201,476 699,796

法人税等 △72,928 229,639

四半期純利益又は四半期純損失（△） △128,547 470,157
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（四半期貸借対照表関係）

偶発債務

（高層分譲住宅の外壁PCタイルの剥落について）

当社が製作しました高層分譲住宅の一部外壁タイルの下地コンクリートからタイルの剥落が前事業年度に発生

し、その原因の調査を進めております。当社は、現時点で負担が見込まれる調査費用及び補修費用の一部を補償

損失引当金として計上しております。

なお、調査は引続き継続しており、今後の進行状況によっては、追加の調査費用及び補修費用等の発生が見込

まれ、当社の業績に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積ることは困難であ

ります。

（労働災害について）

前事業年度に当社工場内において協力業者の作業員1名が負傷しました。なお、当社が補償する賠償の有無、賠

償額は、現時点で合理的に見積もることは困難であります。

（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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４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

前第1四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日)

前事業年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 17,947 4,203,742 92.6 14,474 4,433,011 96.6 68,919 17,429,355 93.8

プレキャスト
コンクリート

4,741 337,613 7.4 1,778 155,265 3.4 16,565 1,146,500 6.2

合計 ― 4,541,355 100.0 ― 4,588,276 100.0 ― 18,575,856 100.0

② 受注状況

イ．受注高

前第1四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日)

前事業年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 17,064 4,338,302 99.8 23,346 6,272,105 98.9 65,281 17,731,803 97.9

プレキャスト
コンクリート

0 10,042 0.2 749 69,857 1.1 2,781 382,058 2.1

合計 ― 4,348,344 100.0 ― 6,341,962 100.0 ― 18,113,861 100.0

ロ．受注残高

前第1四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日)

前事業年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 42,200 10,674,587 94.7 48,161 12,692,209 99.6 40,789 11,190,944 98.2

プレキャスト
コンクリート

10,642 598,163 5.3 439 55,262 0.4 1,944 208,448 1.8

合計 ― 11,272,750 100.0 ― 12,747,471 100.0 ― 11,399,392 100.0

③ 販売実績

前第1四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日)

当第1四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日)

前事業年度
(自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日)

製品別
数量

(屯・m3)
金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

数量
(屯・m3)

金額
(千円)

構成比
(％)

鉄骨 17,017 4,107,855 92.9 15,973 4,770,840 95.5 66,646 16,984,999 94.0

プレキャスト
コンクリート

4,731 314,886 7.1 2,255 223,043 4.5 16,211 1,076,617 6.0

合計 ― 4,422,741 100.0 ― 4,993,883 100.0 ― 18,061,616 100.0
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