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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 ％

2023年３月期第１四半期 2,289 △5.5 △116 － △4 － △28 －

2022年３月期第１四半期 2,423 △3.6 224 △28.8 250 △30.0 168 △31.2

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期 19百万円（△83.8％） 2022年３月期第１四半期 122百万円（△62.9％）

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 △7.74 －

2022年３月期第１四半期 45.50 －

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年３月期第１四半期 22,121 10,635 48.1 2,943.56

2022年３月期 20,354 11,077 54.4 2,995.29

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 10,635百万円 2022年３月期 11,077百万円

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 － 0.00 － 60.00 60.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 0.00 － 60.00 60.00

（％表示は、通期は対前期）

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 12,000 9.0 1,250 △5.4 1,250 △15.0 850 42.6 229.92

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

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  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 3,784,000株 2022年３月期 3,784,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 170,779株 2022年３月期 85,749株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 3,641,565株 2022年３月期１Ｑ 3,692,778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

（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）

※  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

　当資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は業況の変化等により、上記数値とは異なる場合があります。なお業績予想に関する事

項は〔添付資料〕２ページ「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のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染対策に万全を期し、経済社会活動

の正常化が進んでおります。そのような情勢の中で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待

されますが、世界的に金融引き締めが進む中で、原材料価格の上昇、供給面での制約等により下振れのリスクに十

分注意する必要があります。

当第１四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は22億89百万円（前年同四半期5.5％減）、営業

損失は１億16百万円（前年同四半期は営業利益２億24百万円）、経常損失は４百万円（前年同四半期は経常利益２

億50百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は28百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利

益１億68百万円）となりました。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

（鉄構事業）

売上高は、海外工事は、大型案件が進捗したことにより売上高は増加しました。国内工事は、大型案件の減少な

どにより売上高は減少しました。その結果、18億40百万円（前年同四半期7.3％減）となりました。

営業損益は、売上高の減少により利益が確保出来なかったことや、国内工事における工事損失引当金繰入額の計

上などにより３億91百万円の損失（前年同四半期比３億34百万円損失増）となりました。

（不動産事業）

売上高は、ほぼ横ばいの４億49百万円（前年同四半期比2.2％増）となり、営業利益もほぼ横ばいの２億75百万

円（前年同四半期比2.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ17億66百万円増加し、221億21百万円となりました。流動資産は、

未成工事の収益認識による契約資産の増加や仕掛品が増加したことなどにより、前期末に比べ17億99百万円増加

し、99億17百万円となりました。固定資産は、不動産事業の賃貸資産に係る減価償却費の計上などにより、前期末

に比べ32百万円減少し、122億３百万円となりました。

（負債）

当連結会計期間末の負債合計は、前期末に比べ22億８百万円増加し、114億85百万円となりました。流動負債

は、営業債務の支払が多く、短期借入金が増加したことなどにより、前期末に比べ23億23百万円増加し、74億49百

万円となりました。固定負債は、長期預り保証金の返還や長期借入金の返済などにより、前期末に比べ１億15百万

円減少し、40億36百万円となりました。

（純資産）

当連結会計期間末の純資産合計は、配当金の支払いによる剰余金の減少や自己株式の取得などにより、前期末に

比べ４億41百万円減少し、106億35百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想については、当四半期末日現在、鉄構事業は売上は当初の予定から大きな変化はありませんが、

利益面について損失が先行して計上されています。また、不動産事業の業績も、賃貸収入が安定していることか

ら2022年５月12日の「2022年３月期　決算短信」で公表いたしました通期の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 1,233,631 1,473,656

受取手形、売掛金及び契約資産（純額） 5,425,781 6,199,167

商品及び製品 3,194 1,973

仕掛品 1,211,387 1,628,690

原材料及び貯蔵品 3,441 3,441

その他 240,390 610,429

流動資産合計 8,117,827 9,917,359

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,882,297 7,811,135

土地 2,017,038 2,017,038

その他（純額） 158,910 154,968

有形固定資産合計 10,058,246 9,983,142

無形固定資産 22,626 21,581

投資その他の資産 2,155,895 2,199,077

固定資産合計 12,236,768 12,203,801

資産合計 20,354,595 22,121,160

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,817,946 2,242,809

短期借入金 700,000 2,800,000

１年内返済予定の長期借入金 110,000 110,000

未払法人税等 402,934 108,603

前受金 661,062 658,804

工事損失引当金 446,872 720,817

事故関連損失引当金 541,305 463,773

引当金 107,426 171,459

その他 338,338 172,853

流動負債合計 5,125,884 7,449,123

固定負債

長期借入金 477,500 450,000

長期未払金 196,260 196,260

繰延税金負債 309,684 242,468

退職給付に係る負債 542,987 565,028

長期預り保証金 2,624,929 2,582,537

固定負債合計 4,151,361 4,036,294

負債合計 9,277,246 11,485,418

純資産の部

株主資本

資本金 1,892,000 1,892,000

資本剰余金 1,399,668 1,403,856

利益剰余金 7,651,062 7,400,968

自己株式 △142,931 △386,542

株主資本合計 10,799,799 10,310,282

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 357,052 378,650

為替換算調整勘定 △79,502 △53,190

その他の包括利益累計額合計 277,549 325,460

純資産合計 11,077,349 10,635,742

負債純資産合計 20,354,595 22,121,160

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 2,423,376 2,289,028

売上原価 1,874,201 2,085,131

売上総利益 549,175 203,896

販売費及び一般管理費 324,810 320,140

営業利益又は営業損失（△） 224,364 △116,243

営業外収益

受取利息及び配当金 24,074 26,872

為替差益 5,414 92,255

その他 4,837 1,182

営業外収益合計 34,326 120,309

営業外費用

支払利息 6,883 7,145

その他 883 1,136

営業外費用合計 7,767 8,282

経常利益又は経常損失（△） 250,924 △4,216

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（△）
250,924 △4,216

法人税、住民税及び事業税 128,748 101,960

法人税等調整額 △45,835 △77,978

法人税等合計 82,912 23,981

四半期純利益又は四半期純損失（△） 168,011 △28,198

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（△）
168,011 △28,198

（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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 168,011 △28,198

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42,915 21,598

為替換算調整勘定 △3,075 26,312

その他の包括利益合計 △45,991 47,910

四半期包括利益 122,020 19,712

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 122,020 19,712

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）

鉄構事業 不動産事業 合計

四半期連結損益

計算書計上額

（注）

売上高

外部顧客への売上高 1,984,127 439,249 2,423,376 2,423,376

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － －

計 1,984,127 439,249 2,423,376 2,423,376

セグメント利益又は損失（△） △56,751 281,115 224,364 224,364

（単位：千円）

鉄構事業 不動産事業 合計

四半期連結損益

計算書計上額

（注）

売上高

外部顧客への売上高 1,840,021 449,006 2,289,028 2,289,028

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － －

計 1,840,021 449,006 2,289,028 2,289,028

セグメント利益又は損失（△） △391,680 275,436 △116,243 △116,243

（セグメント情報等）

【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）

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

（注）セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

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）

　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

（注）セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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