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1. 平成29年9月期第3四半期の業績（平成28年10月1日～平成29年6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 ％

29年9月期第3四半期 14,479 4.9 2,244 37.7 2,357 37.2 1,922 33.6

28年9月期第3四半期 13,806 △1.9 1,629 683.1 1,717 428.6 1,438 575.1

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

29年9月期第3四半期 131.95 ―

28年9月期第3四半期 98.71 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年9月期第3四半期 25,013 20,573 82.2

28年9月期 23,184 18,771 81.0

（参考）自己資本 29年9月期第3四半期 20,573百万円 28年9月期 18,771百万円

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

28年9月期 ― 0.00 ― 16.00 16.00

29年9月期 ― 0.00 ―

29年9月期（予想） 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 ： 有

3. 平成29年 9月期の業績予想（平成28年10月 1日～平成29年 9月30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 20,000 8.9 2,810 29.1 2,960 30.0 2,600 26.7 178.46

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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 ： 有

(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） 29年9月期3Q 15,000,000 株 28年9月期 15,000,000 株

② 期末自己株式数 29年9月期3Q 431,538 株 28年9月期 429,957 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年9月期3Q 14,569,375 株 28年9月期3Q 14,573,479 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「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。
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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、企業の生産活動はおおむね増産基調で推移してきており、消費者マイ

ンドの改善などを背景とした個人消費も改善しつつあること、外需においても世界的なIT需要の拡大に関連した電子部

品や自動車部品の増加等、景気は緩やかな持ち直しが続いておりました。

　当業界におきましては、首都圏を中心とした大型再開発は引き続き盛況でありますが、その他の建設需要に一服感が

出ていること、一方で資材価格の値上げの動きや、特に図面担当者をはじめとする人手不足の深刻化等、新たな課題が

クローズアップされてきております。

　このような環境のなか鋭意受注活動に努力した結果、鉄骨事業の受注高は、前年同四半期累計期間に比べ、6.7％増の

16,353百万円となりました。また、プレキャストコンクリート事業の受注高は、前四半期累計期間に引き続き高層型マ

ンションの構造部材が好調に推移したことにより、同97.6％増の1,853百万円となりました。

　事業全体としましては、鉄骨事業において受注高が好調に推移したことに伴い、当第３四半期累計期間の受注高は、

前年同四半期累計期間に比べ12.0％増の18,207百万円となりました。

　完成工事高は前年同四半期累計期間比4.9％増の14,479百万円となりました。損益面では、高採算の物件への取り組み

が継続したことにより、営業利益2,244百万円(前年同四半期累計期間比37.7％増)、経常利益2,357百万円(同37.2％増)、

四半期純利益1,922百万円（同33.6％増）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

　当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末の23,184百万円から25,013百万円と1,829百万円増加しました。こ

れは、現金預金、機械・運搬具及び投資有価証券等が増加したことによるものであります。

　総負債は、損害賠償損失引当金及び補償損失引当金等が減少したものの、未払法人税等が増加したことにより、27百

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、1,801百万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29年９月期の業績予想及び配当予想につきましては、当第３四半期累計期間の実績を踏まえ、平成29年２月７日

に公表しました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想及び配当予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四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28年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,766,321 4,076,052

受取手形・完成工事未収入金 12,566,957 12,581,136

未成工事支出金 1,225,047 1,060,236

材料貯蔵品 87,242 136,024

未収入金 20,958 25,851

その他 339,073 336,681

貸倒引当金 △15,651 △14,722

流動資産合計 16,989,949 18,201,261

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 956,654 943,647

機械・運搬具（純額） 575,156 722,047

土地 3,458,854 3,462,251

その他（純額） 51,862 371,439

有形固定資産合計 5,042,527 5,499,385

無形固定資産 16,605 15,188

投資その他の資産

投資有価証券 588,835 755,747

その他 580,755 569,885

貸倒引当金 △34,500 △27,750

投資その他の資産合計 1,135,090 1,297,882

固定資産合計 6,194,223 6,812,457

資産合計 23,184,173 25,013,718

負債の部

流動負債

工事未払金 2,768,652 2,742,977

未払法人税等 256,742 285,837

未成工事受入金 1,559 ―

補償損失引当金 22,637 ―

損害賠償損失引当金 135,000 ―

賞与引当金 95,200 31,033

その他 604,978 801,585

流動負債合計 3,884,770 3,861,433

固定負債

退職給付引当金 202,840 202,469

役員退職慰労引当金 128,243 133,184

その他 196,895 243,424

固定負債合計 527,979 579,078

負債合計 4,412,750 4,440,512
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成29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 17,197,842 18,887,112

自己株式 △135,650 △137,014

株主資本合計 18,589,812 20,277,718

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 181,610 295,488

評価・換算差額等合計 181,610 295,488

純資産合計 18,771,422 20,573,206

負債純資産合計 23,184,173 25,013,718
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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27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

完成工事高 13,806,755 14,479,017

完成工事原価 11,701,740 11,726,638

完成工事総利益 2,105,015 2,752,379

販売費及び一般管理費 475,290 508,215

営業利益 1,629,724 2,244,163

営業外収益

受取利息 50 22

受取配当金 14,816 20,423

不動産賃貸料 60,792 59,761

鉄屑売却益 17,564 38,377

その他 25,727 36,728

営業外収益合計 118,951 155,314

営業外費用

支払利息 2,573 ―

賃貸費用 7,516 7,345

遊休資産管理費 3,288 2,449

固定資産解体費用 10,370 10,305

保険解約損 ― 10,308

その他 7,375 11,920

営業外費用合計 31,122 42,329

経常利益 1,717,553 2,357,148

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 1,665,523 2,357,148

法人税等 226,928 434,758

四半期純利益 1,438,594 1,922,390
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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が剥落したため、補修

費用等の発生が見込まれ、当社の業績に影響を与える可能性があります。現在、補修方法等について協議中のため

不確定要素が多く、現時点でその影響額を合理的に見積ることは困難であります。

（厚生年金基金の解散に伴う退職給付制度間の移行について）

当社が加入する全国鐵構工業厚生年金基金は、平成29年3月21日をもって厚生労働大臣の認可を受け解散いたしま

した。当該基金の解散による追加負担額の発生は見込まれておりません。

当該基金の解散に伴い、当社は既存の確定給付企業年金制度へ移行いたしましたが、基金から移換される分配

金と退職給付債務との間に差額が生じ、損失が見込まれます。

　なお、現時点では分配金の額は未定であり、損失額について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。

（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。
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３．その他

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27年10月１日
　至 平成28年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年６月30日)

前事業年度
(自 平成27年10月１日
　至 平成28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 45,566 13,356,431 96.8 45,590 13,638,944 95.4 60,509 17,730,913 96.4

プレキャスト
コンクリート

3,812 435,497 3.2 6,546 653,216 4.6 6,028 659,626 3.6

合計 ― 13,791,929 100.0 ― 14,292,161 100.0 ― 18,390,540 100.0

　

② 受注状況

イ．受注高

前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成29年６月30日)

前事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28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 51,879 15,322,121 94.2 53,101 16,353,747 89.8 63,673 18,911,885 94.2

プレキャスト
コンクリート

8,301 938,255 5.8 19,860 1,853,814 10.2 11,276 1,156,403 5.8

合計 ― 16,260,376 100.0 ― 18,207,561 100.0 ― 20,068,289 100.0

ロ．受注残高

前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成29年６月30日)

前事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28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 46,968 13,225,545 95.5 50,913 14,995,760 89.1 43,731 12,481,698 95.2

プレキャスト
コンクリート

5,936 627,468 4.5 20,020 1,839,090 10.9 6,707 624,608 4.8

合計 ― 13,853,013 100.0 ― 16,834,850 100.0 ― 13,106,306 100.0

　

③ 販売実績

前第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)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年10月１日
至 平成29年６月30日)

前事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28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 45,700 13,287,520 96.2 45,919 13,839,684 95.6 60,731 17,621,131 96.0

プレキャスト
コンクリート

4,309 519,235 3.8 6,548 639,332 4.4 6,513 740,243 4.0

合計 ― 13,806,755 100.0 ― 14,479,017 100.0 ― 18,361,375 100.0
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