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1. 平成31年3月期第2四半期の業績（平成30年4月1日～平成30年9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 ％

31年3月期第2四半期 41,780 △22.8 3,916 △8.3 4,012 △7.1 2,679 △7.4

30年3月期第2四半期 54,116 35.9 4,270 29.5 4,321 30.4 2,893 31.2

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

31年3月期第2四半期 524.56 ―

30年3月期第2四半期 555.73 ―

※平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定
し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第2四半期 92,234 63,446 68.8

30年3月期 92,677 60,971 65.8

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 63,446百万円 30年3月期 60,971百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00

31年3月期 ― 0.00

31年3月期（予想） ― 100.00 100.00

（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31年 3月期の業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3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 84,000 △12.7 4,500 △19.7 4,600 △19.7 3,000 △21.3 587.37

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） 31年3月期2Q 5,132,380 株 30年3月期 6,340,880 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 24,857 株 30年3月期 1,233,295 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 5,107,555 株 30年3月期2Q 5,207,026 株

※平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと
仮定し、期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦への懸念など海外経済に景気を下押

しするリスクはあるものの、企業収益の改善や設備投資の増加に加え、雇用・所得環境も着実に改

善するなど、景気は緩やかな回復基調にありました。

建設業界におきましては、民間設備投資が引き続き増加したほか、公共投資も堅調に推移したた

め、全体的な業況は緩やかに回復を続けております。

このような経営環境の中、当第２四半期累計期間の売上高は417億80百万円(前年同期比22.8％

減)、営業利益は39億16百万円(同8.3％減)、経常利益は40億12百万円(同7.1％減)、四半期純利益

は26億79百万円(同7.4％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて４億43百万円減少し、922億34百万

円となりました。

流動資産は、現金預金の減少等により18億91百万円減少、固定資産は、有形固定資産の取得等に

より14億48百万円の増加となりました。

（負債）

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて29億17百万円減少し、287億87百万

円となりました。

流動負債は、支払手形・工事未払金等の減少等により32億82百万円減少、固定負債は、繰延税金

負債の増加等により３億64百万円の増加となりました。

（純資産）

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、四半期純利益の計上等により、前事業年度末に比べて

24億74百万円増加し、634億46百万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期通期の業績予想につきましては、平成30年10月10日に公表いたしました予想数値

に変更はありません。

なお、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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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：百万円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,429 7,470

受取手形・完成工事未収入金等 52,321 52,310

有価証券 300 300

未成工事支出金 6,078 6,020

材料貯蔵品 41 46

その他 3,680 2,811

貸倒引当金 △50 △49

流動資産合計 70,801 68,910

固定資産

有形固定資産 8,360 9,456

無形固定資産 85 98

投資その他の資産

投資有価証券 8,583 8,953

その他 4,847 4,816

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 13,430 13,769

固定資産合計 21,876 23,324

資産合計 92,677 92,234
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 16,138 12,197

未払法人税等 1,323 1,154

未成工事受入金 2,785 4,132

完成工事補償引当金 106 118

賞与引当金 513 520

工事損失引当金 103 ―

資産除去債務 12 ―

その他 6,050 5,628

流動負債合計 27,034 23,752

固定負債

退職給付引当金 3,451 3,415

資産除去債務 241 237

その他 977 1,382

固定負債合計 4,671 5,035

負債合計 31,705 28,787

純資産の部

株主資本

資本金 5,296 5,296

資本剰余金 4,314 4,314

利益剰余金 51,721 50,233

自己株式 △3,732 △75

株主資本合計 57,600 59,768

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,371 3,678

評価・換算差額等合計 3,371 3,678

純資産合計 60,971 63,446

負債純資産合計 92,677 92,234
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高

完成工事高 54,116 41,780

売上高合計 54,116 41,780

売上原価

完成工事原価 47,357 35,046

売上原価合計 47,357 35,046

売上総利益

完成工事総利益 6,759 6,733

売上総利益合計 6,759 6,733

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 2,489 2,817

営業利益 4,270 3,916

営業外収益

受取利息 9 9

受取配当金 60 74

受取賃貸料 167 181

その他 0 1

営業外収益合計 238 265

営業外費用

支払利息 12 14

賃貸収入原価 121 113

その他 52 42

営業外費用合計 187 169

経常利益 4,321 4,012

税引前四半期純利益 4,321 4,012

法人税、住民税及び事業税 1,123 1,059

法人税等調整額 303 274

法人税等合計 1,427 1,333

四半期純利益 2,893 2,679
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 4,321 4,012

減価償却費 299 245

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） ― 7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 52 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △0

工事損失引当金の増減額（△は減少） △61 △103

受取利息及び受取配当金 △70 △83

支払利息 12 14

売上債権の増減額（△は増加） △9,032 10

未成工事支出金の増減額（△は増加） 4,313 58

たな卸資産の増減額（△は増加） △9 △5

仕入債務の増減額（△は減少） 4,324 △3,941

未成工事受入金の増減額（△は減少） △4,398 1,346

その他の流動資産の増減額（△は増加） 437 870

その他の流動負債の増減額（△は減少） △994 △329

その他の固定資産の増減額（△は増加） △8 0

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4 △8

小計 △812 2,070

利息及び配当金の受取額 69 82

利息の支払額 △12 △14

法人税等の支払額 △921 △1,315

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,677 823
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(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,000 ―

定期預金の払戻による収入 3,000 ―

有形固定資産の取得による支出 △702 △1,350

無形固定資産の取得による支出 △13 △22

投資有価証券の取得による支出 △502 △2

投資有価証券の売却による収入 ― 74

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 30 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,187 △1,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △355 △0

配当金の支払額 △525 △510

財務活動によるキャッシュ・フロー △881 △511

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,746 △958

現金及び現金同等物の期首残高 11,050 8,729

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,304 7,770
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（４）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） 

  当第２四半期会計期間(自 平成 30年７月１日 至 平成 30 年９月 30 日) 

   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） 

当社は、平成 30 年２月 14 日開催の取締役会決議に基づき、平成 30年４月 20日付で、自己株

式 1,208,500 株の消却を実施いたしました。この結果、当第２四半期累計期間において、資本剰

余金が０百万円、利益剰余金が 3,656 百万円、自己株式が 3,656 百万円それぞれ減少しておりま

す。 

 

（追加情報） 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）

等を第１四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に

表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 
 

３．補足情報 

四半期受注の概況 

 

 受注実績 

 受 注 高 

平成 31 年３月期第２四半期累計期間 35,956 百万円 34.6 ％ 

平成 30 年３月期第２四半期累計期間 26,719 百万円 3.8 ％ 

  (注)  ％表示は、前年同四半期比増減率 

 

(参考) 受注実績内訳                          (単位：百万円) 

区分 
平成 30 年３月期 

第２四半期累計期間 
平成 31 年３月期 

第２四半期累計期間 
比較増減 増減率 

建 

設 

事 

業 

建 

築 

官公庁 226 (   0.8％) 0 (   0.0％) △226  △99.8 

民 間 10,076 (  37.8  ) 23,365 (  65.0  ) 13,289  131.9 

計 10,303 (  38.6 ) 23,366 (  65.0 ) 13,062  126.8 

土 

木 

官公庁 11,834 ( 44.3 ) 8,652 ( 24.1 ) △3,182  △26.9 

民 間 4,581 (  17.1 ) 3,938 (  10.9 ) △642  △14.0 

計 16,415 (  61.4 ) 12,590 (  35.0 ) △3,824  △23.3 

計 

官公庁 12,061 ( 45.1 ) 8,652 ( 24.1 ) △3,408  △28.3 

民 間 14,657 (  54.9 ) 27,303 (  75.9 ) 12,646    86.3 

計 26,719 ( 100.0 ) 35,956 ( 100.0 ) 9,237    34.6 

  (注) ( )内の％表示は、構成比率 
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