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(百万円未満切捨て)

１．平成30年１月期第１四半期の業績（平成29年２月１日～平成29年４月30日）

（１）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 ％

30年１月期第１四半期 2,305 9.9 62 △47.0 72 △46.9 47 △49.4

29年１月期第１四半期 2,097 △31.5 118 △3.7 136 △0.9 94 △3.8
　

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

30年１月期第１四半期 13.70 ―

29年１月期第１四半期 27.06 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年１月期第１四半期 8,859 6,290 71.0

29年１月期 8,961 6,307 70.4
(参考) 自己資本 30年１月期第１四半期 6,290百万円 29年１月期 6,307百万円

　

　　

２．配当の状況

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

29年１月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

30年１月期 ―

30年１月期(予想) 0.00 ― 20.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

　

３．平成30年１月期の業績予想（平成29年２月１日～平成30年１月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 11,500 20.8 690 36.4 742 23.7 450 12.2 128.40

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期(累計)の業績予想の記載を省略しております。
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①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
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年１月期１Ｑ 4,098,000株 29年１月期 4,098,000株

② 期末自己株式数 30年１月期１Ｑ 593,307株 29年１月期 593,270株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年１月期１Ｑ 3,504,726株 29年１月期１Ｑ 3,504,827株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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。
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１．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年１月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年４月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,835,007 3,453,270

受取手形 229,499 256,495

完成工事未収入金 1,531,936 1,328,319

未成工事支出金 309,119 484,634

繰延税金資産 52,749 72,939

その他 437,061 335,431

貸倒引当金 △120 △90

流動資産合計 6,395,253 5,931,001

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 128,608 126,942

機械及び装置（純額） 411,774 490,515

土地 824,080 824,080

リース資産（純額） 29,513 27,056

建設仮勘定 32,069 -

その他（純額） 5,864 5,325

有形固定資産合計 1,431,910 1,473,921

無形固定資産 14,291 13,628

投資その他の資産

投資有価証券 788,698 1,111,167

破産更生債権等 14,807 12,500

その他 368,895 366,539

貸倒引当金 △51,971 △49,664

投資その他の資産合計 1,120,428 1,440,542

固定資産合計 2,566,631 2,928,092

資産合計 8,961,885 8,859,093
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年１月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 738,935 647,844

工事未払金 855,812 775,877

1年内返済予定の長期借入金 82,484 77,076

リース債務 9,268 9,356

未払法人税等 150,167 41,586

未成工事受入金 73,684 140,532

工事損失引当金 38,714 37,346

賞与引当金 32,890 74,589

役員賞与引当金 4,400 -

その他 131,197 264,781

流動負債合計 2,117,555 2,068,991

固定負債

長期借入金 122,753 105,184

リース債務 37,321 34,949

繰延税金負債 73,889 75,489

退職給付引当金 186,214 201,895

役員退職慰労引当金 112,174 78,000

資産除去債務 4,396 4,417

固定負債合計 536,750 499,935

負債合計 2,654,306 2,568,927

純資産の部

株主資本

資本金 456,300 456,300

資本剰余金 377,686 377,686

利益剰余金 5,580,377 5,575,803

自己株式 △378,681 △378,711

株主資本合計 6,035,681 6,031,078

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 271,896 259,088

評価・換算差額等合計 271,896 259,088

純資産合計 6,307,578 6,290,166

負債純資産合計 8,961,885 8,859,093
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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28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年２月１日
　至 平成29年４月30日)

売上高

完成工事高 2,085,992 2,293,147

兼業事業売上高 11,631 11,905

売上高合計 2,097,624 2,305,053

売上原価

完成工事原価 1,809,366 2,058,556

兼業事業売上原価 6,553 6,564

売上原価合計 1,815,919 2,065,121

売上総利益

完成工事総利益 276,626 234,590

兼業事業総利益 5,078 5,341

売上総利益合計 281,705 239,932

販売費及び一般管理費 163,223 177,134

営業利益 118,482 62,798

営業外収益

受取利息 319 311

受取配当金 300 76

受取賃貸料 3,794 2,941

生命保険配当金 5,050 6,149

受取保険金 9,990 304

その他 1,992 2,331

営業外収益合計 21,446 12,114

営業外費用

支払利息 604 635

賃貸費用 2,434 1,814

その他 321 -

営業外費用合計 3,359 2,450

経常利益 136,568 72,462

特別利益

収用補償金 10,649 -

固定資産売却益 - 513

会員権売却益 - 19

特別利益合計 10,649 533

特別損失

固定資産除売却損 1,642 -

特別損失合計 1,642 -

税引前四半期純利益 145,575 72,996

法人税、住民税及び事業税 68,150 40,590

法人税等調整額 △17,399 △15,590

法人税等合計 50,750 24,999

四半期純利益 94,824 47,997
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（３）四半期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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日)

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
特殊土木工事等

事業
住宅関連工事

事業
機械製造販売等

事業

再生可能
エネルギー等

事業

売上高

外部顧客への売上高 913,113 1,172,879 ― 11,631 2,097,624

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 913,113 1,172,879 ― 11,631 2,097,624

セグメント利益 77,285 36,117 ― 5,078 118,482

(注) セグメント利益の合計は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成29年２月１日 至 平成29年４月30日)

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
特殊土木工事等

事業
住宅関連工事

事業
機械製造販売等

事業

再生可能
エネルギー等

事業

売上高

外部顧客への売上高 1,249,188 1,043,959 390 11,515 2,305,053

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,249,188 1,043,959 390 11,515 2,305,053

セグメント利益 41,807 15,659 49 5,281 62,798

(注) セグメント利益の合計は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

（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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２．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当社は生産実績を定義することが困難であるため生産実績の記載はありません。

① 売上高の状況

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年２月１日
　至 平成29年４月30日)

対前年同期

金額
構成比
(％)

金額
構成比
(％)

金額
増減率
(％)

特殊土木工事等 913,113 43.5 1,249,188 54.2 336,075 36.8

住宅関連工事 1,172,879 55.9 1,043,959 45.3 △128,919 △11.0

機械製造販売等 ― ― 390 0.0 390 ―

再生可能エネルギー等 11,631 0.6 11,515 0.5 △116 △1.0

合計 2,097,624 100.0 2,305,053 100.0 207,429 9.9

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

　

② 受注高

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年２月１日
　至 平成29年４月30日)

対前年同期

金額
構成比
(％)

金額
構成比
(％)

金額
増減率
(％)

特殊土木工事等 1,275,820 54.4 1,512,283 44.1 236,462 18.5

住宅関連工事 1,071,256 45.6 1,915,742 55.9 844,486 78.8

機械製造販売等 ― ― 390 0.0 390 ―

再生可能エネルギー等 ― ― ― ― ― ―

合計 2,347,076 100.0 3,428,416 100.0 1,081,339 46.1

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

　

③ 受注残高

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年２月１日
　至 平成29年４月30日)

対前年同期

金額
構成比
(％)

金額
構成比
(％)

金額
増減率
(％)

特殊土木工事等 2,345,370 94.7 2,315,209 58.8 △30,161 △1.3

住宅関連工事 132,071 5.3 1,620,326 41.2 1,488,255 1,126.9

機械製造販売等 ― ― ― ― ― ―

再生可能エネルギー等 ― ― ― ― ― ―

合計 2,477,442 100.0 3,935,536 100.0 1,458,093 58.9

　(注) 金額には消費税等は含まれておりません。
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