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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 6,231 △8.4 △178 ― △159 ― △118 ―
25年3月期第1四半期 6,804 19.0 △147 ― △148 ― △124 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △73百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △129百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △7.41 ―
25年3月期第1四半期 △7.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 23,738 8,391 35.2
25年3月期 28,924 8,596 29.6
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  8,360百万円 25年3月期  8,562百万円

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  
 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 14,600 △8.5 △210 ― △190 ― △140 ― △8.77
通期 37,000 △8.9 780 △56.4 800 △54.5 500 △69.2 31.33



(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  
（注）詳細は【添付書類】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは終了しております。 

※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あたっての注意事項等については、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 15,978,500 株 25年3月期 15,978,500 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 21,429 株 25年3月期 21,429 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 15,957,071 株 25年3月期1Q 15,957,518 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクス効果が顕在化されたことにより、製

造業、非製造業ともに企業収益は改善傾向に向かいました。 

道路建設業界におきましては、東日本大震災の復興事業が本格化するとともに、全国各地での公共工

事も堅調に推移してきている一方で、人手不足による労務費の高止まり傾向や、建設資材の価格の高騰

が指摘されるなど依然として厳しい経営環境下でありました。 

当社グループでは、このような状況下、受注量の確保、安全の優先、工程管理の強化、並びに採算性

の管理に努めてまいりました。その結果、売上高は62億３千１百万円（前年同期68億４百万円）となり

ました。利益につきましては、経常損失が１億５千９百万円（前年同期の経常損失１億４千８百万

円）、四半期純損失が１億１千８百万円(前年同期の四半期純損失１億２千４百万円）となりました。

なお、当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に比較的集中するた

め、第１四半期から第３四半期の連結会計期間における売上高に比べ第４四半期連結会計期間の売上高

が著しく多くなるといった季節的変動があります。 

  

  

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度に比べ28％減少し、137億４千５百万円となりました。これは、現金預

金が３億８千万円、未成工事支出金が７億５千８百万円それぞれ増加し、受取手形・完成工事未収入金

等が64億１千１百万円減少したことなどによります。 

有形固定資産は前連結会計年度に比べ0.5％増加し、82億２千２百万円となりました。 

  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度に比べて30％減少し、114億９千３百万円となりました。これは、支払

手形・工事未払金等が29億３千万円、短期借入金が12億円それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は前連結会計年度に比べて0.1％減少し、38億５千３百万円となりました。 

（純資産）  

純資産合計は、前連結会計年度に比べて２％減少し、83億９千１百万円となりました。これは、主と

して当四半期純損失等により利益剰余金が２億４千９百万円減少したことなどによります。 

  

  

平成25年５月13日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はありま

せん。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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当第１四半期連結会計期間より、連結子会社でありました大連佐東奥瀝青有限公司は、当社持分の譲

渡契約を締結したため、同社を連結の範囲から除外しております。 

  

  

（税金費用の計算） 

当連結会計年度の税引前当期純利益に関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する方法を採用しております。ただし、当該見積実効税

率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方

法によっております。  

  

該当事項はありません。 

  

  
 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,846,702 4,227,384 

受取手形・完成工事未収入金等 13,617,244 7,205,883 

未成工事支出金 935,571 1,693,650 

その他のたな卸資産 232,521 221,306 

繰延税金資産 293,579 354,337 

その他 241,020 198,224 

貸倒引当金 △174,566 △155,517 

流動資産合計 18,992,073 13,745,268 

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,990,075 5,990,075 

その他（純額） 2,194,119 2,232,405 

有形固定資産合計 8,184,195 8,222,480 

無形固定資産 39,556 37,714 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,163,784 1,221,650 

長期貸付金 66,545 64,544 

破産更生債権等 206,599 212,281 

繰延税金資産 355,856 333,403 

その他 121,046 114,961 

貸倒引当金 △205,884 △213,689 

投資その他の資産合計 1,707,948 1,733,151 

固定資産合計 9,931,700 9,993,346 

繰延資産 337 168 

資産合計 28,924,111 23,738,784 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,022,248 7,091,588 

短期借入金 3,600,000 2,400,000 

1年内償還予定の社債 50,000 50,000 

1年内返済予定の長期借入金 194,788 161,448 

未払法人税等 741,362 19,666 

未成工事受入金 587,619 913,182 

賞与引当金 409,154 119,523 

完成工事補償引当金 23,506 24,687 

工事損失引当金 55,400 67,800 

その他 786,656 646,060 

流動負債合計 16,470,736 11,493,956 

固定負債   

長期借入金 124,907 86,055 

再評価に係る繰延税金負債 1,031,379 1,031,379 

退職給付引当金 2,562,749 2,594,185 

その他 137,585 141,638 

固定負債合計 3,856,622 3,853,259 

負債合計 20,327,358 15,347,215 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751,500 1,751,500 

資本剰余金 869,602 869,602 

利益剰余金 4,208,650 3,959,023 

自己株式 △3,867 △3,867 

株主資本合計 6,825,886 6,576,259 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 197,625 238,243 

土地再評価差額金 1,553,202 1,553,202 

為替換算調整勘定 △14,269 △7,174 

その他の包括利益累計額合計 1,736,557 1,784,271 

少数株主持分 34,309 31,038 

純資産合計 8,596,753 8,391,568 

負債純資産合計 28,924,111 23,738,784 

㈱佐藤渡辺（1807）平成26年3月期　第1四半期決算短信

－ 5 －



（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 

 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,804,113 6,231,391 

売上原価 6,511,689 5,956,632 

売上総利益 292,424 274,758 

販売費及び一般管理費 439,438 453,165 

営業損失（△） △147,014 △178,406 

営業外収益   

受取利息 1,639 1,715 

受取配当金 8,264 10,409 

持分法による投資利益 － 2,410 

貸倒引当金戻入額 6,306 10,784 

雑収入 9,235 8,884 

営業外収益合計 25,445 34,204 

営業外費用   

支払利息 25,151 14,682 

持分法による投資損失 269 － 

雑支出 1,470 882 

営業外費用合計 26,891 15,565 

経常損失（△） △148,459 △159,767 

特別利益   

固定資産売却益 1,470 344 

特別利益合計 1,470 344 

特別損失   

固定資産除却損 6,029 7,089 

投資有価証券評価損 16,587 － 

特別損失合計 22,616 7,089 

税金等調整前四半期純損失（△） △169,606 △166,512 

法人税等 △44,208 △48,904 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △125,397 △117,607 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,355 730 

四半期純損失（△） △124,042 △118,338 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △125,397 △117,607 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,106 40,617 

為替換算調整勘定 1,089 707 

持分法適用会社に対する持分相当額 4,914 2,755 

その他の包括利益合計 △4,102 44,081 

四半期包括利益 △129,499 △73,526 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △128,680 △74,257 

少数株主に係る四半期包括利益 △819 730 
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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 個別受注実績 

 
   (注) １．受注高は当該四半期までの累計額であります。 

      ２．パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。 

  

 受注実績内訳 

 
   (注) （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。 

４．補足情報

   四半期個別受注の概況

受注高

百万円 ％

26年３月期第１四半期 10,061 26.6

25年３月期第１四半期 7,947 28.9

前第１四半期 当第１四半期

増減 増減率(自 平成24年４月１日 (自 平成25年４月１日

 至 平成24年６月30日)  至 平成25年６月30日)

工 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

事 舗装工事 5,842 (73.5) 7,171 (71.3) 1,329 22.8

部 土木工事等 1,123 (14.1) 1,886 (18.7) 762 67.8

門 計 6,966 (87.7) 9,057 (90.0) 2,091 30.0

製品等販売部門 981 （12.3) 1,003 (10.0) 22 2.3

合計 7,947 (100 ) 10,061 (100 ) 2,114 26.6

㈱佐藤渡辺（1807）平成26年3月期　第1四半期決算短信

－ 9 －




