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(1) 連結経営成績(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第1四半期 885 △8.1 △69 － △65 － △37 －

2022年3月期第1四半期 963 5.7 △0 － 26 － 12 631.8

(注)包括利益 2023年3月期第1四半期 △37百万円（－％） 2022年3月期第1四半期 11百万円（310.3％）

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

2023年3月期第1四半期 △4.83 －

2022年3月期第1四半期 1.59 －

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年3月期第1四半期 5,908 3,847 65.1 495.00

2022年3月期 5,940 3,992 67.2 513.78

(参考)自己資本 2023年3月期第1四半期 3,847百万円 2022年3月期 3,992百万円

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

2022年3月期 － 0.00 － 14.00 14.00

2023年3月期 －

2023年3月期(予想) 0.00 － 14.00 14.00

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,200 17.5 150 － 150 － 100 － 12.87

通期 5,000 11.3 450 49.5 450 27.1 300 39.5 38.60

1. 2023年3月期第1四半期の連結業績(2022年4月1日～2022年6月30日)

(2) 連結財政状態

2. 配当の状況

(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. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023年3月31日)

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2023年3月期1Ｑ 8,987,700 株 2022年3月期 8,987,700 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Ｑ 1,215,874 株 2022年3月期 1,215,874 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2023年3月期1Ｑ 7,771,826 株 2022年3月期1Ｑ 7,771,826 株

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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

(4) 発行済株式数(普通株式)

※ 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

(将来に関する記述等についてのご注意)

　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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報　(３)

連結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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限等が緩和された

ものの、ウクライナ情勢や燃料、原材料価格の高騰などが懸念され、依然として先行き不透明な状況が続きまし

た。

　当社グループの係わる建設業界におきましては、公共投資が堅調に推移し、経済活動の再開に伴う民間設備投

資の増加が期待されましたが、建設コストの上昇や人材需要などは引き続き課題となっており、厳しい事業環境

となりました。

　このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間の経営成績は、受注高1,478百万円（前年

同四半期比39.6％増）、売上高885百万円（前年同四半期比8.1％減）となり、営業損失69百万円（前年同四半期

は営業損失0百万円）、経常損失65百万円（前年同四半期は経常利益26百万円）、親会社株主に帰属する四半期

純損失37百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益12百万円）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ゴンドラ・舞台

　当セグメントにおきましては、受注高1,042百万円（前年同四半期比46.8％増）となりましたが、売上高624百

万円（前年同四半期比3.9％減）、セグメント損失31百万円（前年同四半期はセグメント損失10百万円）となり

ました。

②海洋関連

　当セグメントにおきましては、受注高435百万円（前年同四半期比24.8％増）となりましたが、売上高260百万

円（前年同四半期比12.2％減）、セグメント利益31百万円（前年同四半期比47.2％減）となりました。

③その他

　その他におきましては、当第１四半期連結累計期間における受注はなく（前年同四半期もなし）、売上高0百

万円（前年同四半期比99.6％減）、セグメント損失0百万円（前年同四半期はセグメント利益2百万円）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は5,908百万円となり、前連結会計年度末の5,940百万円から32百

万円の減少となりました。これは主に受取手形、売掛金及び契約資産が減少したこと等によるものであります。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は2,061百万円となり、前連結会計年度末の1,947百万円から

113百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は3,847百万円となり、前連結会計年度末の3,992百万円から145

百万円の減少となりました。これは主に剰余金の配当があったこと等によるものであります。

　この結果、自己資本比率は65.1％となり、前連結会計年度末の67.2％から2.1ポイント低下しております。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正はしておりません。

　今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,127,164 1,481,770

受取手形、売掛金及び契約資産 1,484,037 1,002,483

仕掛品 38,971 106,602

原材料及び貯蔵品 23,015 28,301

その他 74,296 123,223

貸倒引当金 △2,078 △1,971

流動資産合計 2,745,406 2,740,409

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 325,575 320,822

機械装置及び運搬具（純額） 146,133 150,741

工具、器具及び備品（純額） 41,977 39,395

土地 1,837,872 1,837,872

建設仮勘定 5,004 5,004

その他（純額） 0 0

有形固定資産合計 2,356,563 2,353,837

無形固定資産 30,877 30,791

投資その他の資産

投資有価証券 227,751 227,971

繰延税金資産 63,554 95,409

保険積立金 419,749 364,908

その他 97,043 95,431

投資その他の資産合計 808,100 783,721

固定資産合計 3,195,541 3,168,349

資産合計 5,940,947 5,908,759

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 555,688 588,083

短期借入金 130,000 130,000

１年内返済予定の長期借入金 218,504 218,504

未払法人税等 10,683 7,567

賞与引当金 118,089 44,402

役員賞与引当金 7,200 －

工事損失引当金 220,873 210,268

その他 197,681 392,556

流動負債合計 1,458,720 1,591,380

固定負債

長期借入金 126,640 118,264

退職給付に係る負債 299,070 298,500

その他 63,535 53,554

固定負債合計 489,246 470,318

負債合計 1,947,966 2,061,699

純資産の部

株主資本

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 3,412,767 3,266,416

自己株式 △418,589 △418,589

株主資本合計 3,988,631 3,842,280

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,349 4,779

その他の包括利益累計額合計 4,349 4,779

純資産合計 3,992,980 3,847,060

負債純資産合計 5,940,947 5,908,759
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 963,560 885,682

売上原価 772,055 745,048

売上総利益 191,505 140,633

販売費及び一般管理費 191,753 209,750

営業損失（△） △247 △69,116

営業外収益

受取利息 117 115

受取配当金 478 519

保険解約返戻金 2 6,007

その他 27,861 1,597

営業外収益合計 28,459 8,239

営業外費用

支払利息 1,172 1,069

保険解約損 － 3,709

その他 120 117

営業外費用合計 1,293 4,896

経常利益又は経常損失（△） 26,918 △65,774

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
26,918 △65,774

法人税、住民税及び事業税 22,493 3,815

法人税等調整額 △7,964 △32,044

法人税等合計 14,529 △28,229

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,389 △37,544

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
12,389 △37,544

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,389 △37,544

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,054 429

その他の包括利益合計 △1,054 429

四半期包括利益 11,335 △37,115

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,335 △37,115

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結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。

（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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