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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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 ％

31年3月期第3四半期 26,472 4.7 806 68.7 867 76.7 575 96.6

30年3月期第3四半期 25,290 6.9 478 △59.1 491 △60.1 292 △63.1

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　482百万円 （28.4％） 30年3月期第3四半期　　375百万円 （△52.2％）

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

31年3月期第3四半期 180.43 ―

30年3月期第3四半期 91.77 ―

（注）平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しているため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株
当たり四半期純利益を算定しております。

(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 ％

31年3月期第3四半期 30,583 14,855 48.4

30年3月期 31,347 14,532 46.2

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 14,800百万円 30年3月期 14,480百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00

31年3月期 ― 0.00 ―

31年3月期（予想） 50.00 50.00

（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. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 40,000 3.8 1,440 0.3 1,500 △0.5 1,000 0.6 313.43

（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 ： 有

（注）詳細は、添付資料７ページ「（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

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） 31年3月期3Q 3,195,700 株 30年3月期 3,195,700 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 5,265 株 30年3月期 5,265 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 3,190,435 株 30年3月期3Q 3,190,491 株

（注）平成29年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しているため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定
し、期中平均株式数を算定しております。

※ 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。



株式会社佐藤渡辺(1807) 平成31年３月期 第３四半期決算短信

―1―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 3

（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 ………………………………………… 5

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 7

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ………………………………………… 7

（追加情報） …………………………………………………………………………………………… 7

３．その他 …………………………………………………………………………………………………… 8

四半期個別受注の概況 ………………………………………………………………………………… 8

決算短信（宝印刷） 2019年02月07日 08時52分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



株式会社佐藤渡辺(1807) 平成31年３月期 第３四半期決算短信

―2―

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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益や雇用・所得環境の改善などを背景に個人消費

の持ち直しが続くなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

　道路建設業界におきましては、公共投資、民間設備投資ともに堅調に推移しましたが、受注競争の激化や原材料

費・労務費の上昇傾向が続くなど、経営環境は依然として厳しい状況でありました。

　このような状況の中で、当社グループは、“創業100周年”と“ポスト五輪”を見据え、経営基盤のさらなる強化を

推進することを基本方針とする「中期経営計画（2018年度～2020年度）」を策定し、その計画達成に向けてグループ

一丸となって取り組んでおります。

　当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、受注高は312億１千２百万円（前年同期比11.8％増）、売上

高は264億７千２百万円（前年同期比4.7％増）、経常利益は８億６千７百万円（前年同期比76.7％増）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は５億７千５百万円（前年同期比96.6％増）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。

（２）財政状態に関する説明

　 （資産）

流動資産は、前連結会計年度に比べ8.3％減少し、173億５千１百万円となりました。これは、現金預金が18億２

千５百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が47億２千６百万円減少したことなどによります。

　 （負債）

　流動負債は、前連結会計年度に比べ7.7％減少し、119億６千万円となりました。これは、支払手形・工事未払金

等が17億９千６百万円減少し、未成工事受入金が５億８千２百万円増加したことなどによります。

　固定負債は、長期借入金が１億１千２百万円減少したことなどにより前連結会計年度に比べ2.4％減少し、37億６

千７百万円となりました。

　 （純資産）

純資産合計は、前連結会計年度に比べて2.2％増加し、148億５千５百万円となりました。これは主として利益剰

余金が４億１千６百万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期の連結業績予想につきましては、平成30年５月11日に公表した業績予想の数値からの変更はあり

ません。
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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

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,918,227 4,744,213

受取手形・完成工事未収入金等 14,971,556 10,245,513

未成工事支出金 682,187 2,068,786

その他のたな卸資産 214,266 155,772

その他 148,301 147,534

貸倒引当金 △15,401 △10,035

流動資産合計 18,919,136 17,351,783

固定資産

有形固定資産

土地 5,949,513 5,963,150

その他（純額） 3,857,472 4,444,500

有形固定資産合計 9,806,986 10,407,650

無形固定資産 37,319 34,220

投資その他の資産

投資有価証券 1,737,927 1,907,091

長期貸付金 34,189 25,270

破産更生債権等 61,914 48,625

繰延税金資産 745,445 787,453

その他 61,630 62,519

貸倒引当金 △57,055 △41,109

投資その他の資産合計 2,584,051 2,789,851

固定資産合計 12,428,357 13,231,722

資産合計 31,347,494 30,583,505
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 8,820,798 7,024,517

短期借入金 1,800,000 2,200,000

1年内返済予定の長期借入金 353,340 165,487

未払法人税等 233,651 200,159

未成工事受入金 558,256 1,140,402

賞与引当金 328,006 146,525

完成工事補償引当金 15,835 14,587

工事損失引当金 35,000 54,400

その他 809,656 1,014,594

流動負債合計 12,954,544 11,960,673

固定負債

長期借入金 511,990 399,103

退職給付に係る負債 2,243,274 2,272,785

再評価に係る繰延税金負債 886,522 886,522

長期預り金 156,000 156,000

その他 62,578 53,162

固定負債合計 3,860,365 3,767,573

負債合計 16,814,910 15,728,246

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 9,925,321 10,341,457

自己株式 △5,444 △5,444

株主資本合計 12,540,980 12,957,116

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 251,814 154,474

土地再評価差額金 1,698,058 1,698,058

退職給付に係る調整累計額 △10,719 △9,066

その他の包括利益累計額合計 1,939,154 1,843,466

非支配株主持分 52,449 54,676

純資産合計 14,532,583 14,855,259

負債純資産合計 31,347,494 30,583,505
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（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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 25,290,325 26,472,956

売上原価 23,388,482 24,294,577

売上総利益 1,901,842 2,178,379

販売費及び一般管理費 1,423,692 1,371,759

営業利益 478,150 806,619

営業外収益

受取利息 4,542 3,665

受取配当金 18,522 18,904

持分法による投資利益 15,836 57,781

雑収入 12,182 14,943

営業外収益合計 51,083 95,294

営業外費用

支払利息 34,616 31,377

雑支出 3,359 2,705

営業外費用合計 37,976 34,082

経常利益 491,258 867,830

特別利益

固定資産売却益 7,449 9,204

独占禁止法関連損失引当金戻入額 25,248 -

特別利益合計 32,698 9,204

特別損失

固定資産除却損 35,832 11,824

特別損失合計 35,832 11,824

税金等調整前四半期純利益 488,124 865,211

法人税等 188,672 287,327

四半期純利益 299,451 577,884

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,654 2,227

親会社株主に帰属する四半期純利益 292,797 575,657
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 299,451 577,884

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 91,148 △97,337

退職給付に係る調整額 △15,477 1,653

持分法適用会社に対する持分相当額 371 △3

その他の包括利益合計 76,042 △95,687

四半期包括利益 375,493 482,197

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 368,839 479,970

非支配株主に係る四半期包括利益 6,654 2,227
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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）

当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する方法を採用しております。だたし、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。

（追加情報）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
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３．その他

四半期個別受注の概況

　個別受注実績

受注高

百万円 ％

31年３月期第３四半期 30,187 15.4

30年３月期第３四半期 26,148 △13.5

　（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

前第３四半期 当第３四半期

増減 増減率（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日

　至 平成29年12月31日） 　至 平成30年12月31日）

工
事
部
門

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

舗装工事 18,967 (72.5) 23,250 (77.0) 4,282 22.6

土木工事等 3,765 (14.4) 3,807 (12.6) 42 1.1

計 22,732 (86.9) 27,057 (89.6) 4,324 19.0

製品等販売部門 3,415 (13.1) 3,129 (10.4) △286 △8.4

合計 26,148 (100 ) 30,187 (100 ) 4,038 15.4

　（注） （ ）内のパーセント表示は、構成比率であります。
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