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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３四半期累計期間における我が国経済は、政府・日銀の経済対策や金融緩和政策等により、雇用・所得環境

の改善がみられ、緩やかな回復基調で推移してまいりました。

当業界におきましては、首都圏を中心とした大型再開発、東京五輪関連施設を主体とした需要に支えられ、堅調

に推移しました。

こうしたなか、当社の鉄骨事業の受注高は、前年同四半期比15.9％増となりました。また、プレキャストコンク

リート事業の受注高は、主力製品である高層型マンションの構造部材の受注が回復し、前年同四半期比381.9％増に

なりました。

事業全体としましては、受注に鋭意努力した結果、当第３四半期累計期間の受注高は前年同四半期比21.2％増の

16,260百万円となりました。

完成工事高は、前年同四半期比1.9％減の13,806百万円となりました。損益面では、営業利益1,629百万円(前年同

四半期営業利益は208百万円)、経常利益1,717百万円(前年同四半期経常利益は324百万円)、四半期純利益1,438百万

円(前年同四半期純利益は213百万円)となりました。

なお、当社は建設業以外の事業を営んでいないため、セグメントに関する業績は記載しておりません。

（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22,507百万円と1,184百万円の増加となりました。これは、土地、建物

及び売上債権等が減少したものの、現金預金等が増加したことによるものであります。

総負債は、未払法人税等及び損害賠償損失引当金等が増加したものの、工事未払金及び短期借入金等が減少した

ことにより95百万円の減少となりました。

純資産は、利益剰余金の増加により、1,279百万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月期の通期の業績予想につきましては、平成28年７月22日に公表しました業績予想から変更してお

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

(税金費用の計算方法)

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

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第３四半期会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物付

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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３四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 924,328 2,997,090

受取手形・完成工事未収入金 12,610,530 12,132,321

未成工事支出金 1,174,641 1,169,244

材料貯蔵品 99,504 121,095

未収入金 35,407 27,431

その他 99,739 97,839

貸倒引当金 △20,160 △15,804

流動資産合計 14,923,991 16,529,218

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,017,919 927,057

機械・運搬具（純額） 428,538 453,205

土地 3,799,221 3,473,854

その他（純額） 22,162 28,888

有形固定資産合計 5,267,842 4,883,005

無形固定資産 12,047 11,986

投資その他の資産

投資有価証券 610,168 546,700

その他 539,522 571,948

貸倒引当金 △30,000 △35,250

投資その他の資産合計 1,119,691 1,083,399

固定資産合計 6,399,581 5,978,391

資産合計 21,323,573 22,507,610

負債の部

流動負債

工事未払金 3,001,097 2,782,194

短期借入金 500,000 ―

未払法人税等 43,898 197,255

未成工事受入金 1,559 7,448

補償損失引当金 ― 23,917

損害賠償損失引当金 ― 95,000

賞与引当金 80,212 25,797

その他 348,092 779,937

流動負債合計 3,974,859 3,911,550

固定負債

退職給付引当金 214,784 205,550

役員退職慰労引当金 119,883 126,153

その他 161,271 132,247

固定負債合計 495,940 463,951

負債合計 4,470,800 4,375,502
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成28年６月30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 16,584,867

自己株式 △133,062 △134,370

株主資本合計 16,657,435 17,978,118

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 195,337 153,989

評価・換算差額等合計 195,337 153,989

純資産合計 16,852,773 18,132,108

負債純資産合計 21,323,573 22,507,610
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

完成工事高 14,070,224 13,806,755

完成工事原価 13,477,327 11,701,740

完成工事総利益 592,897 2,105,015

販売費及び一般管理費 384,778 475,290

営業利益 208,119 1,629,724

営業外収益

受取利息 529 50

受取配当金 17,766 14,816

不動産賃貸料 60,399 60,792

鉄屑売却益 39,011 17,564

その他 34,285 25,727

営業外収益合計 151,991 118,951

営業外費用

支払利息 12,841 2,573

賃貸費用 7,529 7,516

遊休資産管理費 6,632 3,288

固定資産解体費用 ― 10,370

その他 8,159 7,375

営業外費用合計 35,163 31,122

経常利益 324,946 1,717,553

特別利益

固定資産売却益 ― 88,195

特別利益合計 ― 88,195

特別損失

補償損失引当金繰入額 ― 45,226

損害賠償損失引当金繰入額 ― 95,000

特別損失合計 ― 140,226

税引前四半期純利益 324,946 1,665,523

法人税等 111,862 226,928

四半期純利益 213,084 1,438,594
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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）

前事業年度に当社が過去に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。

（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３四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年６月30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 52,113 13,074,788 93.2 45,566 13,356,431 96.8 68,919 17,429,355 93.8

プレキャスト
コンクリート

14,221 956,040 6.8 3,812 435,497 3.2 16,565 1,146,500 6.2

合計 ― 14,030,829 100.0 ― 13,791,929 100.0 ― 18,575,856 100.0

② 受注状況

イ．受注高

前第３四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30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 49,602 13,219,653 98.5 51,879 15,322,121 94.2 65,281 17,731,803 97.9

プレキャスト
コンクリート

1,635 194,682 1.5 8,301 938,255 5.8 2,781 382,058 2.1

合計 ― 13,414,336 100.0 ― 16,260,376 100.0 ― 18,113,861 100.0

ロ．受注残高

前第３四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30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 40,051 10,510,446 98.3 46,968 13,225,545 95.5 40,789 11,190,944 98.2

プレキャスト
コンクリート

2,848 180,813 1.7 5,936 627,468 4.5 1,944 208,448 1.8

合計 ― 10,691,259 100.0 ― 13,853,013 100.0 ― 11,399,392 100.0

③ 販売実績

前第３四半期累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30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 51,705 13,153,348 93.5 45,700 13,287,520 96.2 66,646 16,984,999 94.0

プレキャスト
コンクリート

14,161 916,876 6.5 4,309 519,235 3.8 16,211 1,076,617 6.0

合計 ― 14,070,224 100.0 ― 13,806,755 100.0 ― 18,061,616 100.0
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