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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）

(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 1,536 8.4 △63 ― △57 ― △52 ―

2022年3月期第1四半期 1,417 5.4 △78 ― △71 ― △79 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　△46百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△82百万円 （―％）

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1四半期 △14.63 ―

2022年3月期第1四半期 △22.18 ―

(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1四半期 13,508 11,001 81.4

2022年3月期 14,105 11,102 78.7

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 11,001百万円 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 ―

2023年3月期（予想） 10.00 ― 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1Q 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1Q 415,032 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1Q 3,584,968 株 2022年3月期1Q 3,567,944 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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、全般的には持ち直しの傾向が続きました。先行きについて

は、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあり景気が

持ち直していくことが期待されます。但し、ウクライナ情勢の長期化や中国における経済活動の抑制の影響などが懸

念される中での原材料価格の上昇や供給面での制約に加え、金融資本市場の変動等による下振れリスクに十分注意す

る必要があります。

　建設業界におきましては、公共投資・住宅建設は共に底堅く推移しておりますが、建設資材の価格高騰等の影響も

あり、注視が必要な状況が続いております。

　このような状況の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は1,536百万円（前年同期比8.4％

増）、営業損失63百万円（前年同期は営業損失78百万円）、経常損失57百万円（前年同期は経常損失71百万円）、親

会社株主に帰属する四半期純損失52百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失79百万円）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1,805百万円（前年同期比63.7％減）、完成工事高1,169百万円（前年同期比

56.9％増）、セグメント損失12百万円（前年同期はセグメント損失51百万円）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175百万円（前年同期比66.5％減）、セグメント利益85百万円（前年

同期比37.3％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84百万円（前年同期比10.9％減）、セグメント損失5百万円（前年

同期はセグメント利益0百万円）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107百万円（前年同期比99.3％増）、セグメント損失26百万円（前

年同期はセグメント損失52百万円）となりました。

(２）財政状態に関する説明

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、13,508百万円となり、前連結会計年度末に比べ597百万円減少

いたしました。これは主に不動産事業支出金が709百万円増加したものの現金預金が1,752百万円減少したことによる

ものであります。

　資産合計の内訳は流動資産合計5,575百万円、固定資産合計7,933百万円となりました。

　流動資産の主な内訳は、現金及び預金2,397百万円、受取手形・完成工事未収入金等1,066百万円であります。

　固定資産の内訳は、有形固定資産7,352百万円、無形固定資産53百万円、投資その他の資産527百万円であります。

　（負債の部）

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、2,506百万円となり、前連結会計年度末に比べ496百万円減少い

たしました。これは主に支払手形・工事未払金等384百万円及び未払法人税等66百万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1,488百万円、固定負債合計1,017百万円となりました。

　流動負債の主な内訳は、支払手形・工事未払金等571百万円、未成工事受入金241百万円であります。

　固定負債の主な内訳は、長期借入金129百万円、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１四半期連結会計期間末における純資産合計は、11,001百万円となり前連結会計年度末に比べ100百万円減少

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 4,150,115 2,397,142

受取手形・完成工事未収入金等 908,290 1,066,819

未成工事支出金 36,685 9,833

販売用不動産 - 238,392

不動産事業支出金 994,100 1,703,314

商品及び製品 22,245 25,356

原材料及び貯蔵品 61,438 60,647

仕掛品 9,160 9,924

その他 35,782 63,822

流動資産合計 6,217,819 5,575,254

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,225,426 2,196,692

構築物（純額） 22,169 21,667

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 88,296 85,144

土地 4,948,679 4,948,679

リース資産（純額） 4,113 3,388

建設仮勘定 28,699 97,170

有形固定資産合計 7,317,383 7,352,742

無形固定資産

その他 53,849 53,063

無形固定資産合計 53,849 53,063

投資その他の資産

その他 516,235 527,202

投資その他の資産合計 516,235 527,202

固定資産合計 7,887,469 7,933,007

資産合計 14,105,288 13,508,262

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・工事未払金等 956,011 571,071

短期借入金 220,175 317,112

未払法人税等 70,149 3,757

未成工事受入金 362,035 241,690

引当金 36,156 48,876

その他 334,985 306,393

流動負債合計 1,979,512 1,488,902

固定負債

長期借入金 132,309 129,870

退職給付に係る負債 277,817 278,528

その他 613,344 609,344

固定負債合計 1,023,471 1,017,742

負債合計 3,002,984 2,506,644

純資産の部

株主資本

資本金 310,000 310,000

資本剰余金 318,869 318,869

利益剰余金 10,720,016 10,613,807

自己株式 △346,257 △346,257

株主資本合計 11,002,629 10,896,420

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 99,675 105,196

その他の包括利益累計額合計 99,675 105,196

純資産合計 11,102,304 11,001,617

負債純資産合計 14,105,288 13,508,262
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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

完成工事高 745,143 1,169,120

不動産事業売上高 523,877 175,559

兼業事業売上高 148,471 191,753

売上高合計 1,417,492 1,536,434

売上原価

完成工事原価 796,863 1,181,667

不動産事業売上原価 386,706 89,590

兼業事業売上原価 200,382 223,198

売上原価合計 1,383,952 1,494,456

売上総利益

完成工事総損失（△） △51,720 △12,547

不動産事業総利益 137,170 85,969

兼業事業総損失（△） △51,910 △31,444

売上総利益合計 33,539 41,977

販売費及び一般管理費 112,406 105,726

営業損失（△） △78,867 △63,749

営業外収益

補助金収入 4,004 935

受取配当金 3,940 4,150

その他 2,219 1,352

営業外収益合計 10,164 6,438

営業外費用

支払利息 42 429

リース解約損 2,929 -

営業外費用合計 2,972 429

経常損失（△） △71,674 △57,740

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損失（△） △71,674 △57,654

法人税、住民税及び事業税 877 537

法人税等調整額 6,584 △5,758

法人税等合計 7,461 △5,220

四半期純損失（△） △79,136 △52,434

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △79,136 △52,434

（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)

四半期純損失（△） △79,136 △52,434

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,084 5,521

その他の包括利益合計 △3,084 5,521

四半期包括利益 △82,220 △46,912

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △82,220 △46,912

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。

（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 745,143 523,877 94,557 53,913 1,417,492 1,417,492

外部顧客への売上高 745,143 523,877 94,557 53,913 1,417,492 1,417,492

セグメント間の内部売上高
又は振替高 - - 789 - 789 789

計 745,143 523,877 95,346 53,913 1,418,281 1,418,281

セグメント利益又は損失(△) △51,720 137,170 947 △52,858 33,539 33,539

利益 金額

報告セグメント計 33,539

全社費用（注） △112,406

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △78,867

（セグメント情報）

Ⅰ　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）

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 1,169,120 175,559 84,281 107,472 1,536,434 1,536,434

外部顧客への売上高 1,169,120 175,559 84,281 107,472 1,536,434 1,536,434

セグメント間の内部売上高
又は振替高 - - 252 - 252 252

計 1,169,120 175,559 84,533 107,472 1,536,686 1,536,686

セグメント利益又は損失(△) △12,547 85,969 △5,362 △26,081 41,977 41,977

利益 金額

報告セグメント計 41,977

全社費用（注） △105,726

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △63,749

Ⅱ　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）

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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