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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第３四半期の業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 14,146 △18.7 630 △38.7 655 △37.4 425 △38.6

2022年３月期第３四半期 17,408 17.5 1,029 82.2 1,047 74.5 692 78.6
　

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３四半期 35.53 ―

2022年３月期第３四半期 57.90 ―
　　

（２）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３四半期 16,347 10,672 65.3

2022年３月期 19,025 10,430 54.8
(参考) 自己資本 2023年３月期第３四半期 10,672百万円 2022年３月期 10,430百万円
　　　

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 ― 8.00 18.00

2023年３月期 ― 8.00 ―
2023年３月期(予想) 10.00 18.00

(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 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 22,500 △4.7 1,000 △21.1 1,020 △20.7 684 △19.6 57.17
(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）四半期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Ｐ.６「四半期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。
　

（２）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
　　

（３）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３Ｑ 12,000,000株 2022年３月期 12,000,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期３Ｑ 35,827株 2022年３月期 35,827株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期３Ｑ 11,964,173株 2022年３月期３Ｑ 11,964,173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。
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、社会経済活動に緩やかな回復の兆しがみられるようになりました

が、原材料およびエネルギー価格の高騰、ウクライナ情勢の長期化など、依然として先行き不透明な状況が続いて

おります。

建設業界におきましては、公共投資および民間設備投資は一定の水準で推移しているものの、慢性的な人手不足

や資材費高騰にともなう建設コストの上昇により、収益の確保が厳しくなっております。

このような状況のもと、当社は、社会に貢献し夢のある会社の実現に向け、次の施策を推進してＥＳＧ経営に取

組んでまいりました。

・ＳＤＧｓ達成に向けた取組みの促進

・受注拡大による手持工事高の増加

・工事品質管理・工事原価管理の徹底

・人材育成に向けた社員教育の強化

・ＤＸの推進による業務の自動化・効率化および帳票の電子化

当第３四半期累計期間の業績におきましては、以下のとおりとなりました。

受注高 181億11百万円 （前年同期比 17.5％増）

完成工事高 141億46百万円 （前年同期比 18.7％減）

営業利益 ６億30百万円 （前年同期比 38.7％減）

経常利益 ６億55百万円 （前年同期比 37.4％減）

四半期純利益 ４億25百万円 （前年同期比 38.6％減）

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間の資産合計は、前事業年度末に比べ26億78百万円減少し、163億47百万円となりました。主

な減少理由は、現金預金等が減少したことによるものであります。

負債合計は、前事業年度末に比べ29億21百万円減少し、56億74百万円となりました。主な減少理由は、工事未払

金等が減少したことによるものであります。

純資産合計は、前事業年度末に比べ２億42百万円増加し、106億72百万円となりました。主な増加理由は、四半期

純利益の計上によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の業績予想につきましては、2022年10月31日の決算発表時に公表しました業績予想に変更はありま

せん。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,822 3,180

受取手形 113 140

電子記録債権 1,811 1,670

完成工事未収入金 6,853 5,982

未成工事支出金 262 404

その他 723 467

貸倒引当金 △97 △83

流動資産合計 14,489 11,762

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,575 1,528

土地 1,606 1,606

その他（純額） 97 91

有形固定資産合計 3,279 3,226

無形固定資産 359 448

投資その他の資産

その他 925 934

貸倒引当金 △28 △25

投資その他の資産合計 897 909

固定資産合計 4,536 4,584

資産合計 19,025 16,347
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(単位：百万円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 229 164

電子記録債務 1,060 989

工事未払金 3,101 1,588

未払法人税等 325 -

未成工事受入金 845 749

賞与引当金 493 156

役員賞与引当金 15 -

完成工事補償引当金 12 43

工事損失引当金 68 30

その他 1,027 475

流動負債合計 7,180 4,198

固定負債

退職給付引当金 1,058 1,050

資産除去債務 43 45

その他 312 379

固定負債合計 1,414 1,476

負債合計 8,595 5,674

純資産の部

株主資本

資本金 1,581 1,581

資本剰余金 395 395

利益剰余金 8,439 8,672

自己株式 △7 △7

株主資本合計 10,407 10,641

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 22 31

評価・換算差額等合計 22 31

純資産合計 10,430 10,672

負債純資産合計 19,025 16,347
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

完成工事高 17,408 14,146

完成工事原価 14,895 12,007

完成工事総利益 2,512 2,139

販売費及び一般管理費 1,483 1,508

営業利益 1,029 630

営業外収益

受取配当金 4 6

不動産賃貸料 31 34

その他 13 7

営業外収益合計 49 48

営業外費用

支払利息 0 1

不動産賃貸費用 15 15

その他 15 7

営業外費用合計 31 23

経常利益 1,047 655

税引前四半期純利益 1,047 655

法人税等 354 230

四半期純利益 692 425
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（３）四半期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）

当第３四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

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）

当第３四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

該当事項はありません。

（四半期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３四半期会計期間を含む事業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。

　


