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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 ％

令和５年６月期第１四半期 1,761 － 169 － 168 － 111 －

令和４年６月期第１四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 令和５年６月期第１四半期 116百万円（－％） 令和４年６月期第１四半期 －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

令和５年６月期第１四半期 182.01 －

令和４年６月期第１四半期 － －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

令和５年６月期第１四半期 4,686 2,931 62.1

令和４年６月期 － － －

（参考）自己資本 令和５年６月期第１四半期 2,909百万円 令和４年６月期 －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

令和４年６月期 － 0.00 － 70.00 70.00

令和５年６月期 －

令和５年６月期（予想） 0.00 － 60.00 60.00

（％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） 3,600 － 200 － 200 － 130 － 212.55

通期 7,300 － 250 － 240 － 160 － 261.60

１．令和５年６月期第１四半期の連結業績（令和４年７月１日～令和４年９月30日）

（注）令和５年６月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、令和４年６月期第１四半期の数値及び対
前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）連結財政状態

（注）令和５年６月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、令和４年６月期の数値は記載しておりま
せん。

２．配当の状況

（注）１.直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２.令和４年６月期期末配当金の内訳　普通配当45円00銭　　特別配当25円00銭

３．令和５年６月期の連結業績予想（令和４年７月１日～令和５年６月30日）

（注）１.直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

２.令和５年６月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率及び対前年同四半期増

減率は記載しておりません。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 令和５年６月期１Ｑ 686,000株 令和４年６月期 686,000株

②  期末自己株式数 令和５年６月期１Ｑ 74,378株 令和４年６月期 74,478株

③  期中平均株式数（四半期累計） 令和５年６月期１Ｑ 611,622株 令和４年６月期１Ｑ 607,641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

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：有

（注）詳細は、添付資料６ページ「３.四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用」をご覧ください。

（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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　当第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりま

せん。

（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、新規求人倍率は２か月連続で大幅上昇し、実態に近い就業地

別の有効求人倍率も７か月連続で上昇しております。投資需要では、民間設備投資は大幅な増加が続いており、住

宅投資と公共投資も増加に転じました。このような状況の中、景気の現状は緩やかに持ち直していると見られま

す。

　一方、建設業界につきましては、民間設備投資の指標である民間非居住用建築物着工床面積は８か月連続で大幅

増加となり、新設住宅着工戸数と公共工事の請負金もともに３か月ぶりに増加しました。

　このような経済状況下、当社グループは、現場力の強化、経費削減及びリスク管理の強化を重点的に取り組み、

競争力を高める努力をしてまいりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,761百万円、営業利益169百万円、経常利益168百

万円、親会社株主に帰属する四半期純利益111百万円となりました。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

①土木事業

　土木事業の完成工事高は933百万円、セグメント利益105百万円となりました。

②建築事業

　建築事業の完成工事高は819百万円、セグメント利益59百万円となりました。

③環境開発事業（※）

　環境開発事業の売上高は８百万円、セグメント利益４百万円となりました。

（※）令和４年７月より不動産事業より改称しております。

（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流動資産は、3,610百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が

2,410百万円、受取手形・完成工事未収入金等が972百万円であります。

　固定資産は、1,075百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が751百万円、投資その他の資産が303百万

円であります。

　この結果、総資産は、4,686百万円となりました。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は、1,680百万円となりました。主な内訳は、支払手形・工事未

払金等が903百万円、未成工事受入金が597百万円であります。

　固定負債は、74百万円となりました。

　この結果、負債合計は、1,755百万円となりました。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、2,931百万円となりました。主な内訳は、資本金が849百万円、

資本剰余金が630百万円、利益剰余金が1,551百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当社は、令和５年６月期（令和４年７月１日から令和５年６月30日）から、連結決算に移行いたしましたので、

令和５年６月期第２四半期連結累計期間及び通期業績予想は、連結対象となる「株式会社古澤建設」の業績予想を

織り込んだ数値となっております。

　なお、個別業績予想につきましては、令和４年８月10日に公表いたしました令和４年６月期決算短信〔日本基

準〕（非連結）から、変更はありません。

２.サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　　　該当事項はありません。

　　　なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間において、重要性が増したため、

株式会社古澤建設を連結の範囲に含めております。
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間
（令和４年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,410,783

受取手形・完成工事未収入金等 972,542

販売用不動産 195,346

貯蔵品 1,593

その他 30,708

貸倒引当金 △140

流動資産合計 3,610,834

固定資産

有形固定資産 751,942

無形固定資産 20,365

投資その他の資産

その他 326,166

貸倒引当金 △22,698

投資その他の資産合計 303,467

固定資産合計 1,075,776

資産合計 4,686,610

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 903,762

未払法人税等 58,715

賞与引当金 17,884

完成工事補償引当金 6,900

未成工事受入金 597,405

その他 95,909

流動負債合計 1,680,576

固定負債

退職給付に係る負債 13,589

その他 61,366

固定負債合計 74,955

負債合計 1,755,532

純資産の部

株主資本

資本金 849,500

資本剰余金 630,416

利益剰余金 1,551,775

自己株式 △170,953

株主資本合計 2,860,738

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,148

その他の包括利益累計額合計 49,148

非支配株主持分 21,191

純資産合計 2,931,078

負債純資産合計 4,686,610

３．四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）

当第１四半期連結累計期間
（自　令和４年７月１日

至　令和４年９月30日）

売上高

完成工事高 1,752,816

環境開発事業等売上高 8,188

売上高合計 1,761,004

売上原価

完成工事原価 1,474,831

環境開発事業等売上原価 3,662

売上原価合計 1,478,494

売上総利益

完成工事総利益 277,984

環境開発事業等総利益 4,525

売上総利益合計 282,510

販売費及び一般管理費 113,261

営業利益 169,248

営業外収益

受取利息 10

受取配当金 173

その他 354

営業外収益合計 538

営業外費用

その他 1,055

営業外費用合計 1,055

経常利益 168,730

税金等調整前四半期純利益 168,730

法人税等 54,488

四半期純利益 114,242

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,918

親会社株主に帰属する四半期純利益 111,323

（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）

当第１四半期連結累計期間
（自　令和４年７月１日

至　令和４年９月30日）

四半期純利益 114,242

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,529

その他の包括利益合計 2,529

四半期包括利益 116,771

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 113,853

非支配株主に係る四半期包括利益 2,918

（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。

（四半期連結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）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

- 6 -

株式会社三東工業社（1788）令和５年６月期第１四半期決算短信


