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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9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 ％

2023年3月期第2四半期 3,696 15.6 1 ― 18 ― 0 ―

2022年3月期第2四半期 3,198 △3.1 △53 ― △28 ― △26 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△13百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△17百万円 （―％）

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

2023年3月期第2四半期 0.13 ―

2022年3月期第2四半期 △7.46 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年3月期第2四半期 13,767 11,050 80.3

2022年3月期 14,105 11,102 78.7

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 11,050百万円 2022年3月期 11,102百万円

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

2022年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00

2023年3月期 ― 10.00

2023年3月期（予想） ― 15.00 25.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 9,400 15.8 350 193.9 360 105.9 250 90.4 69.74

（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 ： 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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期2Q 4,000,000 株 2022年3月期 4,000,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 397,817 株 2022年3月期 415,032 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 3,590,706 株 2022年3月期2Q 3,573,619 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Ｐ２．「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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症対策の緩和が進む中、経済活動は

正常化に向かいましたが、ウクライナ情勢等を背景とした資源・資材価格の高騰に、日米金利差拡大による為替相場

の急速な円安進行が重なり、物価上昇が社会生活に影響を及ぼし始めています。今後は、ウィズコロナの新たな段階

への移行が進められる中、各種施策の効果もあって、景気が持ち直していく事が期待されます。ただし、世界的な金

融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっています。また、物価上昇、供給

面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分に注意する必要があります。

　建設業界におきましては、公共投資と住宅建設は底堅く推移しているものの、原材料や建設資材価格の高騰・労務

単価の上昇による厳しい経営環境が続いております。

　このような状況の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は3,696百万円（前年同期比

15.6％増）、営業利益1百万円（前年同期は営業損失53百万円）、経常利益18百万円（前年同期は経常損失28百万

円）、親会社株主に帰属する四半期純利益0百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失26百万円）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。

［建築］

　建築事業につきましては、受注高3,412百万円（前年同期比47.4％減）、完成工事高2,578百万円（前年同期比

25.0％増）、セグメント利益36百万円（前年同期比85.1％増）となりました。

［不動産］

　不動産事業につきましては、不動産事業収入684百万円（前年同期比15.8％減）、セグメント利益223百万円（前年

同期比6.6％減）となりました。

［金属製品］

　金属製品事業につきましては、金属製品売上高181百万円（前年同期比8.7％減）、セグメント損失14百万円（前年

同期はセグメント利益4百万円）となりました。

［ホテル］

ホテル事業につきましては、ホテル事業売上高252百万円（前年同期比102.7％増）、セグメント損失25百万円（前

年同期はセグメント損失97百万円）となりました。

(２）財政状態

　（資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、13,767百万円となり、前連結会計年度末に比べ338百万円減少

いたしました。これは主に現金預金1,947百万円の減少によるものであります。

　資産合計の内訳は流動資産合計5,822百万円、固定資産合計7,944百万円となりました。

　流動資産の主な内訳は、現金及び預金2,202百万円、受取手形・完成工事未収入金等1,207百万円であります。

　固定資産の内訳は、有形固定資産7,377百万円、無形固定資産52百万円、投資その他の資産514百万円であります。

　（負債の部）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、2,716百万円となり、前連結会計年度末に比べ286百万円減少い

たしました。これは主に支払手形・工事未払金等147百万円の減少によるものであります。

　負債の内訳は流動負債合計1,696百万円、固定負債合計1,020百万円となりました。

　流動負債の主な内訳は、支払手形・工事未払金等808百万円、未成工事受入金320百万円であります。

　固定負債の主な内訳は、長期借入金127百万円、退職給付に係る負債278百万円であります。

　（純資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、11,050百万円となり前連結会計年度末に比べ51百万円減少い

たしました。

(３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2023年３月期の連結業績予想につきましては、2022年５月19日の「2022年３月期　決算短信」で公表いたしました

連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,150,115 2,202,486

受取手形・完成工事未収入金等 908,290 1,207,987

未成工事支出金 36,685 56,566

販売用不動産 - 713,079

不動産事業支出金 994,100 1,504,968

商品及び製品 22,245 20,665

原材料及び貯蔵品 61,438 46,855

仕掛品 9,160 13,033

その他 35,782 56,806

流動資産合計 6,217,819 5,822,449

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,225,426 2,168,292

構築物（純額） 22,169 21,164

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 88,296 84,082

土地 4,948,679 4,948,679

リース資産（純額） 4,113 2,699

建設仮勘定 28,699 152,709

有形固定資産合計 7,317,383 7,377,626

無形固定資産

その他 53,849 52,282

無形固定資産合計 53,849 52,282

投資その他の資産

その他 516,235 514,828

投資その他の資産合計 516,235 514,828

固定資産合計 7,887,469 7,944,736

資産合計 14,105,288 13,767,186

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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 956,011 808,745

短期借入金 220,175 314,736

未払法人税等 70,149 14,583

未成工事受入金 362,035 320,481

引当金 36,156 16,632

その他 334,985 221,337

流動負債合計 1,979,512 1,696,517

固定負債

長期借入金 132,309 127,431

退職給付に係る負債 277,817 278,425

その他 613,344 614,371

固定負債合計 1,023,471 1,020,227

負債合計 3,002,984 2,716,744

純資産の部

株主資本

資本金 310,000 310,000

資本剰余金 318,869 319,697

利益剰余金 10,720,016 10,666,707

自己株式 △346,257 △331,900

株主資本合計 11,002,629 10,964,503

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 99,675 85,937

その他の包括利益累計額合計 99,675 85,937

純資産合計 11,102,304 11,050,441

負債純資産合計 14,105,288 13,767,186
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

売上高

完成工事高 2,062,248 2,578,078

不動産事業売上高 813,272 684,537

兼業事業売上高 323,226 433,729

売上高合計 3,198,747 3,696,344

売上原価

完成工事原価 2,042,281 2,541,111

不動産事業売上原価 573,822 460,869

兼業事業売上原価 416,885 473,803

売上原価合計 3,032,989 3,475,784

売上総利益

完成工事総利益 19,966 36,967

不動産事業総利益 239,450 223,667

兼業事業総損失（△） △93,658 △40,074

売上総利益合計 165,757 220,560

販売費及び一般管理費 218,966 218,674

営業利益又は営業損失（△） △53,208 1,885

営業外収益

補助金収入 17,544 4,722

受取利息 19 11

受取配当金 5,960 6,264

その他 4,240 6,456

営業外収益合計 27,765 17,454

営業外費用

支払利息 307 956

リース解約損 2,929 －

その他 － 201

営業外費用合計 3,237 1,157

経常利益又は経常損失（△） △28,680 18,181

特別利益

投資有価証券売却益 － 85

特別利益合計 － 85

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（△）
△28,680 18,267

法人税、住民税及び事業税 955 8,958

法人税等調整額 △2,982 8,843

法人税等合計 △2,027 17,802

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26,653 465

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（△）
△26,653 465

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △26,653 465

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,268 △13,737

その他の包括利益合計 9,268 △13,737

四半期包括利益 △17,384 △13,272

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,384 △13,272

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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）
△28,680 18,267

減価償却費 71,462 72,203

リース解約損 2,929 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,893 607

受取利息及び受取配当金 △5,980 △6,275

支払利息 307 956

補助金収入 △17,544 △4,722

売上債権の増減額（△は増加） △226,787 △298,108

未成工事支出金の増減額（△は増加） △51,914 △19,880

販売用不動産の増減額（△は増加） 300,187 △713,079

不動産事業支出金の増減額（△は増加） △242,413 △510,867

その他の棚卸資産の増減額（△は増加） △12,354 12,288

仕入債務の増減額（△は減少） 95,001 △157,446

未成工事受入金の増減額（△は減少） 478,262 △41,554

不動産事業受入金の増減額（△は減少） △5,150 6,000

未払消費税等の増減額（△は減少） 90,246 △95,315

その他 54,299 △19,658

小計 509,766 △1,756,584

補助金の受取額 17,544 4,722

利息及び配当金の受取額 5,980 6,275

利息の支払額 △307 △956

法人税等の支払額 △88,456 △61,503

法人税等の還付額 △897 -

その他 △2,929 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 440,699 △1,808,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △283,276 △120,899

有形固定資産の売却による収入 - 41

投資有価証券の取得による支出 △2,421 △2,252

投資有価証券の売却による収入 - 643

貸付金の回収による収入 642 686

その他 △3,160 △22,074

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,216 △143,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） - 100,000

長期借入金の返済による支出 △8,004 △10,317

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

配当金の支払額 △53,567 △53,786

その他 △2,728 △1,623

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,299 4,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,183 △1,947,628

現金及び現金同等物の期首残高 4,707,698 4,150,115

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,765,882 2,202,486

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（単位：千円）

報告セグメント

合計
建築 不動産 金属製品 ホテル 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 2,062,248 813,272 198,823 124,403 3,198,747 3,198,747

外部顧客への売上高 2,062,248 813,272 198,823 124,403 3,198,747 3,198,747

セグメント間の内部売上高又
は振替高

- - 1,667 - 1,667 1,667

計 2,062,248 813,272 200,491 124,403 3,200,414 3,200,414

セグメント利益又は損失（△） 19,966 239,450 4,241 △97,900 165,757 165,757

利益 金額

報告セグメント計 165,757

全社費用（注） △218,966

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △53,208

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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（単位：千円）

報告セグメント

合計
建築 不動産 金属製品 ホテル 計

売上高

顧客との契約から生じる収益 2,578,078 684,537 181,542 252,187 3,696,344 3,696,344

外部顧客への売上高 2,578,078 684,537 181,542 252,187 3,696,344 3,696,344

セグメント間の内部売上高又
は振替高

- - 640 - 640 640

計 2,578,078 684,537 182,182 252,187 3,696,985 3,696,985

セグメント利益又は損失（△） 36,967 223,667 △14,458 △25,615 220,560 220,560

利益 金額

報告セグメント計 220,560

全社費用（注） △218,674

四半期連結損益計算書の営業利益 1,885

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2022年４月１日 至2022年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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