
　
2023年3月期  第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年8月10日

上場会社名 株式会社テノックス 上場取引所 東

コード番号 1905 URL https://www.tenox.co.jp/

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）佐藤　雅之

問合せ先責任者 （役職名）経理部長 （氏名）迫田　一彦 TEL 03-3455-7758

四半期報告書提出予定日 2022年8月10日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

（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 4,245 33.2 100 362.9 119 192.3 99 196.6

2022年3月期第1四半期 3,186 △6.6 21 － 40 － 33 －

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期 80百万円（683.5％） 2022年3月期第1四半期 10百万円（－％）

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 14.86 14.56

2022年3月期第1四半期 4.97 4.87

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 17,997 12,215 65.8

2022年3月期 17,681 12,300 67.4

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 11,847百万円 2022年3月期 11,919百万円

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 － 10.00 － 15.00 25.00

2023年3月期 －

2023年3月期（予想） 12.00 － 13.00 25.00

（％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 17,500 18.1 450 △3.5 500 △3.1 310 △13.4 46.34

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

2022年3月期期末配当金の内訳　普通配当　10円00銭　記念配当　5円00銭（上場30周年記念配当）

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）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 ： 有

（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 7,694,080株 2022年3月期 7,694,080株

②  期末自己株式数 2023年3月期1Ｑ 1,075,330株 2022年3月期 1,004,808株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Ｑ 6,665,591株 2022年3月期1Ｑ 6,717,707株

※  注記事項

（注）詳細は、添付資料Ｐ．7「2．四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（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。

※  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あたっての注

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対策に伴う行動制限が緩和されたこ

とで、持ち直しの動きが見られております。しかしながら、ロシアのウクライナ侵攻等に伴う世界的なインフレや

変異株による感染再拡大が懸念されるなど、先行きへの不透明感は増す状況にあります。

建設業界におきましては、公共投資は防災・減災、国土強靭化の推進などにより底堅さを維持し、民間投資にお

いてはコロナ後を見据えた設備投資が動きつつあります。しかしながら、建設資材や燃料の価格高騰や現場従事者

の慢性的な不足など乗り越えなければならない課題があり厳しい環境下にあります。

このような状況のもと、当社グループは中期経営計画に掲げた諸課題への取り組みを進めるなかで、当第1四半期

連結累計期間の売上高は、主に杭工事において高速道路を中心とした道路工事や鉄道工事が伸長し、42億45百万円

（前年同期比33.2％増）となりました。また、利益につきましては、売上高が増収となったことに伴い工事利益が

増益となったことなどで、営業利益は1億円（前年同期比362.9％増）、経常利益は1億19百万円（前年同期比

192.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は99百万円（前年同期比196.6％増）となり増収・増益となりま

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合計は、前連結会計年度末に比べ3億15百万円増加し、179億97百万円となりま

した。これは主に現金預金が3億84百万円減少したものの、未成工事支出金等が1億86百万円、未収入金が4億27百万

円増加したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億円増加し、57億81百万円となりました。これは主に支払手形・工事未払

金等が4億63百万円増加したことによるものであります。また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ84百万円減

少し、122億15百万円となりました。これは主に自己株式が59百万円増加したこと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

2023年3月期の連結業績予想につきましては、2022年5月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はありませ

ん。

- 2 -

㈱テノックス（1905）2023年3月期　第1四半期決算短信



（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

現金預金 9,612,254 9,227,936

受取手形・完成工事未収入金及び契約資産等 2,683,049 2,703,890

電子記録債権 1,405,880 1,339,219

未成工事支出金等 721,800 908,280

未収入金 348,216 775,316

その他 80,166 214,463

貸倒引当金 △1,299 △455

流動資産合計 14,850,067 15,168,651

固定資産

有形固定資産 2,308,899 2,262,347

無形固定資産

のれん 20,592 19,509

その他 19,530 30,084

無形固定資産合計 40,123 49,593

投資その他の資産

その他 493,520 527,638

貸倒引当金 △11,112 △11,112

投資その他の資産合計 482,407 516,526

固定資産合計 2,831,430 2,828,467

資産合計 17,681,498 17,997,118

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 3,681,737 4,145,521

１年内返済予定の長期借入金 9,940 9,940

未払法人税等 189,149 61,007

契約負債 128,586 269,422

工事損失引当金 8,793 7,798

その他の引当金 111,496 33,986

その他 565,573 592,112

流動負債合計 4,695,275 5,119,788

固定負債

長期借入金 19,880 19,880

退職給付に係る負債 503,134 499,270

引当金 62,455 62,162

その他 100,548 80,557

固定負債合計 686,018 661,870

負債合計 5,381,294 5,781,659

純資産の部

株主資本

資本金 1,710,900 1,710,900

資本剰余金 2,447,772 2,447,970

利益剰余金 8,380,240 8,375,615

自己株式 △630,462 △689,604

株主資本合計 11,908,450 11,844,881

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,469 12,631

為替換算調整勘定 △8,621 △9,952

その他の包括利益累計額合計 10,848 2,679

新株予約権 91,045 89,636

非支配株主持分 289,859 278,262

純資産合計 12,300,204 12,215,459

負債純資産合計 17,681,498 17,997,118
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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 3,186,434 4,245,513

売上原価 2,691,321 3,633,109

売上総利益 495,112 612,404

販売費及び一般管理費 473,419 511,975

営業利益 21,693 100,429

営業外収益

受取利息 109 18

受取配当金 6,834 6,754

仕入割引 3,490 4,632

物品売却益 3,274 3,211

為替差益 2,926 3,634

その他 2,810 503

営業外収益合計 19,445 18,754

営業外費用

支払利息 189 7

支払手数料 48 89

ゴルフ会員権売却損 142 －

その他 19 －

営業外費用合計 401 96

経常利益 40,738 119,087

特別利益

固定資産売却益 3,799 －

特別利益合計 3,799 －

特別損失

固定資産処分損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 44,538 119,087

法人税等 16,250 30,701

四半期純利益 28,287 88,385

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5,122 △10,697

親会社株主に帰属する四半期純利益 33,410 99,082

（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 28,287 88,385

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,471 △6,838

為替換算調整勘定 3,420 △1,331

その他の包括利益合計 △18,050 △8,169

四半期包括利益 10,237 80,216

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 15,360 90,913

非支配株主に係る四半期包括利益 △5,122 △10,697

（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。ただし、当

該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっておりま

す。
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セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

　建設事業 3,912,519 5,546,497

　土木建築コンサルティング全般等事業 － －

　その他の事業 － －

合　　計 3,912,519 5,546,497

セグメントの名称 金額（千円）

　建設事業 3,111,344

　土木建築コンサルティング全般等事業 67,382

　その他の事業 7,707

合　　計 3,186,434

セグメントの名称 受注高（千円） 受注残高（千円）

　建設事業 4,475,991 5,797,057

　土木建築コンサルティング全般等事業 － －

　その他の事業 － －

合　　計 4,475,991 5,797,057

セグメントの名称 金額（千円）

　建設事業 4,210,227

　土木建築コンサルティング全般等事業 27,591

　その他の事業 7,695

合　　計 4,245,513

3．補足情報

（1）受注高・売上高・受注残高内訳表

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受注高・受注残高

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業及びその他の事業は受注生産を行っておりませ

んので、同事業については受注高及び受注残高の記載を省略しております。

②売上高

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受注高・受注残高

（注）当連結企業集団では土木建築コンサルティング全般等事業及びその他の事業は受注生産を行っておりませ

んので、同事業については受注高及び受注残高の記載を省略しております。

②売上高
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