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1. 令和5年3月期第1四半期の連結業績（令和4年4月1日～令和4年6月30日）

(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 ％

5年3月期第1四半期 25,264 24.3 479 ― 664 ― 354 ―

4年3月期第1四半期 20,331 △3.7 △2,007 ― △1,976 ― △2,119 ―

（注）包括利益 5年3月期第1四半期　　884百万円 （―％） 4年3月期第1四半期　　△2,215百万円 （―％）

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

5年3月期第1四半期 10.32 ―

4年3月期第1四半期 △61.67 ―

(2) 連結財政状態

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

5年3月期第1四半期 78,087 36,117 44.8 1,016.96

4年3月期 82,190 35,576 41.9 1,001.72

（参考）自己資本 5年3月期第1四半期 34,950百万円 4年3月期 34,427百万円

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

4年3月期 ― ― ― 10.00 10.00

5年3月期 ―

5年3月期（予想） ― ― 12.00 12.00

（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. 令和 5年 3月期の連結業績予想（令和 4年 4月 1日～令和 5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
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

通期 112,000 16.1 3,000 ― 3,100 ― 1,800 ― 52.37

（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) 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 ： 有

②①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

(注)　詳細は、添付資料Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び注記　(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(4) 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） 5年3月期1Q 34,498,097 株 4年3月期 34,498,097 株

② 期末自己株式数 5年3月期1Q 130,339 株 4年3月期 130,262 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 5年3月期1Q 34,367,800 株 4年3月期1Q 34,368,468 株

※ 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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表時現在に入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。



○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………３

（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 …………………………………５

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………５

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………６

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………７

（会計方針の変更） ……………………………………………………………………………７

（追加情報） ……………………………………………………………………………………７

３．補足情報 …………………………………………………………………………………………８

連結業績の建設事業の受注高、売上高、繰越高 ……………………………………………８

　

　

―1―

㈱ナカノフドー建設　(1827)　令和５年３月期　第１四半期決算短信



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経営成績につきましては、売上高は、建設事業249億52百万円(前年同四半

期比24.6%増)に不動産事業他３億11百万円(前年同四半期比0.3%増)をあわせ、252億64百万円(前年同四半期比

24.3%増)となりました。

損益面におきましては、営業利益は４億79百万円(前年同四半期 営業損失20億７百万円)、経常利益は６億64百

万円(前年同四半期 経常損失19億76百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億54百万円(前年同四半期

親会社株主に帰属する四半期純損失21億19百万円)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ41億２百万円減少し、780億87百万円とな

りました。これは、「未成工事支出金」が９億14百万円及び流動資産の「その他」に含まれる「未収消費税等」

が７億19百万円それぞれ増加しましたが、「現金預金」が47億26百万円及び「受取手形・完成工事未収入金等」

が６億11百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ46億42百万円減少し、419億70百万円となりました。これは「支払手形・

工事未払金等」が19億78百万円、「未成工事受入金」が６億99百万円及び流動負債の「その他」に含まれる「未

払消費税等」が15億27百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ５億40百万円増加し、361億17百万円となりました。これは、「親会社

株主に帰属する四半期純利益」３億54百万円の計上及び為替の変動による為替換算調整勘定の影響などによるも

のであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和５年３月期の連結業績予想につきましては、本資料の発表時現在において令和４年７月11日に公表いたし

ました業績予想から変更はありません。
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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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 27,047 22,320

受取手形・完成工事未収入金等 26,990 26,379

未成工事支出金 1,038 1,953

その他の棚卸資産 52 52

その他 3,103 3,382

貸倒引当金 △185 △187

流動資産合計 58,048 53,900

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 6,344 6,378

土地 11,597 11,598

その他（純額） 429 409

建設仮勘定 1 -

有形固定資産合計 18,372 18,386

無形固定資産 1,143 1,230

投資その他の資産

投資有価証券 3,323 3,256

退職給付に係る資産 806 814

その他 507 512

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 4,625 4,569

固定資産合計 24,141 24,187

資産合計 82,190 78,087
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和４年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(令和４年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 31,672 29,694

短期借入金 480 430

１年内償還予定の社債 500 500

未払法人税等 426 148

未成工事受入金 6,284 5,585

工事損失引当金 1,992 1,835

その他の引当金 836 625

その他 2,610 1,221

流動負債合計 44,803 40,040

固定負債

長期借入金 200 200

繰延税金負債 652 746

退職給付に係る負債 231 250

その他 725 732

固定負債合計 1,809 1,930

負債合計 46,613 41,970

純資産の部

株主資本

資本金 5,061 5,061

資本剰余金 1,400 1,400

利益剰余金 26,630 26,641

自己株式 △35 △35

株主資本合計 33,057 33,068

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 879 833

為替換算調整勘定 △10 556

退職給付に係る調整累計額 500 492

その他の包括利益累計額合計 1,369 1,882

非支配株主持分 1,149 1,166

純資産合計 35,576 36,117

負債純資産合計 82,190 78,087
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（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

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年６月30日)

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

売上高 20,331 25,264

売上原価 20,878 23,317

売上総利益又は売上総損失(△) △547 1,947

販売費及び一般管理費 1,460 1,468

営業利益又は営業損失(△) △2,007 479

営業外収益

受取利息 15 19

受取配当金 24 28

為替差益 - 138

その他 8 3

営業外収益合計 47 189

営業外費用

支払利息 14 3

その他 1 -

営業外費用合計 16 3

経常利益又は経常損失(△) △1,976 664

特別利益

補助金収入 21 8

その他 0 0

特別利益合計 21 8

特別損失

減損損失 - 62

本社移転費用 2 -

調査関連費用 - 49

その他 0 0

特別損失合計 2 112

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(△)

△1,956 561

法人税、住民税及び事業税 76 122

法人税等調整額 95 119

法人税等合計 172 242

四半期純利益又は四半期純損失(△) △2,129 319

非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △9 △35

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(△)

△2,119 354
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
　至 令和３年６月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失(△) △2,129 319

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28 △46

為替換算調整勘定 △58 619

退職給付に係る調整額 1 △8

その他の包括利益合計 △85 564

四半期包括利益 △2,215 884

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,171 867

非支配株主に係る四半期包括利益 △43 16
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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。

（会計方針の変更）

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和３年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわた

って適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の今後の影響について予測することは困難でありますが、一定期間にわたり収益を

認識する方法による完成工事高の計上及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積り等は、合理的な金額を

見積っております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の再拡大や長期化等により経営環境が大きく変化した場合には、当

連結会計年度以降の当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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３．補足情報

連結業績の建設事業の受注高、売上高、繰越高

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

比較増減自 令和３年４月１日 自 令和４年４月１日

至 令和３年６月30日 至 令和４年６月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %
受 国内 19,687 81.1 13,644 64.9 △6,042 △30.7

注 海外 4,597 18.9 7,368 35.1 2,771 60.3

高 合計 24,285 100.0 21,013 100.0 △3,271 △13.5

売 国内 13,855 69.2 17,450 69.9 3,595 25.9

上 海外 6,164 30.8 7,501 30.1 1,337 21.7

高 合計 20,020 100.0 24,952 100.0 4,932 24.6

繰 国内 72,315 69.7 66,428 66.3 △5,887 △8.1

越 海外 31,441 30.3 33,697 33.7 2,256 7.2

高 合計 103,756 100.0 100,125 100.0 △3,630 △3.5

なお、参考のため提出会社の建設事業の状況は次のとおりである。

(単位：百万円)

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

比較増減自 令和３年４月１日 自 令和４年４月１日

至 令和３年６月30日 至 令和４年６月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %

建築

官公庁 3,232 16.4 422 3.1 △2,809 △86.9

受 民間 16,436 83.5 13,221 96.9 △3,214 △19.6

計 19,668 99.9 13,644 100.0 △6,023 △30.6

土木

官公庁 19 0.1 ― ― △19 △100.0

注 民間 ― ― ― ― ― ―

計 19 0.1 ― ― △19 △100.0

合計

官公庁 3,251 16.5 422 3.1 △2,828 △87.0

高 民間 16,436 83.5 13,221 96.9 △3,214 △19.6

計 19,687 100.0 13,644 100.0 △6,043 △30.7

建築

官公庁 1,643 11.9 865 5.0 △778 △47.3

売 民間 11,977 86.4 16,450 94.3 4,472 37.3

計 13,621 98.3 17,316 99.3 3,694 27.1

土木

官公庁 180 1.3 134 0.7 △45 △25.2

上 民間 54 0.4 ― ― △54 △100.0

計 234 1.7 134 0.7 △99 △42.4

合計

官公庁 1,823 13.2 1,000 5.7 △823 △45.1

高 民間 12,032 86.8 16,450 94.3 4,418 36.7

計 13,855 100.0 17,451 100.0 3,595 25.9

建築

官公庁 12,499 17.3 8,574 12.9 △3,925 △31.4

繰 民間 59,384 82.1 57,579 86.7 △1,804 △3.0

計 71,883 99.4 66,153 99.6 △5,730 △8.0

土木

官公庁 279 0.4 167 0.3 △111 △39.9

越 民間 152 0.2 106 0.1 △45 △30.1

計 431 0.6 274 0.4 △157 △36.4

合計

官公庁 12,778 17.7 8,742 13.2 △4,036 △31.6

高 民間 59,536 82.3 57,686 86.8 △1,850 △3.1

計 72,315 100.0 66,428 100.0 △5,887 △8.1
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