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(百万円未満切捨て)

１．2022年１月期第１四半期の業績（2021年２月１日～2021年４月30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 ％

2022年１月期第１四半期 3,031 △7.1 111 △5.3 123 △10.0 91 △3.0

2021年１月期第１四半期 3,262 12.0 118 △46.7 137 △40.3 94 △51.1
　

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

2022年１月期第１四半期 135.93 ―

2021年１月期第１四半期 141.70 ―
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年１月期第１四半期 10,111 7,441 73.6

2021年１月期 10,074 7,298 72.4
(参考) 自己資本 2022年１月期第１四半期 7,441百万円 2021年１月期 7,298百万円

　

　

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

2021年１月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00

2022年１月期 ―

2022年１月期(予想) 0.00 ― 100.00 100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

　

３．2022年１月期の業績予想（2021年２月１日～2022年１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 15,000 12.7 675 13.8 750 13.6 525 20.5 788.91

(注１) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

(注２) 当社は年次での業務管理を行っておりますので、第２四半期(累計)の業績予想の記載を省略しております。

　　



※ 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 ： 無
　

　

（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) 2022年１月期１Ｑ 819,600株 2021年１月期 819,600株

② 期末自己株式数 2022年１月期１Ｑ 133,326株 2021年１月期 154,126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年１月期１Ｑ 672,953株 2021年１月期１Ｑ 665,474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、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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１．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年１月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,483,039 3,659,554

受取手形 163,645 193,637

電子記録債権 208,244 305,418

完成工事未収入金 3,078,502 1,666,778

未成工事支出金 270,682 276,932

その他 146,314 86,040

貸倒引当金 △33,900 △20,600

流動資産合計 6,316,529 6,167,761

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 135,721 133,183

機械及び装置（純額） 1,174,539 1,095,218

土地 932,109 932,109

リース資産（純額） 42,013 36,290

建設仮勘定 - 10,981

その他（純額） 9,618 10,239

有形固定資産合計 2,294,002 2,218,022

無形固定資産 16,427 16,531

投資その他の資産

投資有価証券 1,012,637 1,242,319

関係会社長期貸付金 76,400 86,400

破産更生債権等 14,725 12,500

繰延税金資産 73,298 93,344

その他 402,508 402,007

貸倒引当金 △131,970 △127,464

投資その他の資産合計 1,447,599 1,709,107

固定資産合計 3,758,028 3,943,661

資産合計 10,074,557 10,111,423
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年１月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 715,781 637,347

工事未払金 783,612 842,017

1年内返済予定の長期借入金 92,765 89,988

リース債務 16,782 13,468

未払法人税等 170,809 50,186

未成工事受入金 204,835 186,022

工事損失引当金 - 4,320

完成工事補償引当金 42,110 42,110

賞与引当金 41,399 89,512

その他 233,869 262,295

流動負債合計 2,301,965 2,217,270

固定負債

長期借入金 55,862 33,365

リース債務 44,189 41,939

退職給付引当金 255,398 282,019

役員退職慰労引当金 114,510 91,600

資産除去債務 3,990 3,990

固定負債合計 473,950 452,914

負債合計 2,775,915 2,670,184

純資産の部

株主資本

資本金 456,300 456,300

資本剰余金 377,686 397,437

利益剰余金 6,912,842 6,937,767

自己株式 △587,286 △508,029

株主資本合計 7,159,542 7,283,475

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 139,100 157,763

評価・換算差額等合計 139,100 157,763

純資産合計 7,298,642 7,441,238

負債純資産合計 10,074,557 10,111,423
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年２月１日
　至 2020年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年４月30日)

売上高

完成工事高 3,247,993 3,018,955

兼業事業売上高 14,726 12,853

売上高合計 3,262,720 3,031,808

売上原価

完成工事原価 2,921,154 2,690,633

兼業事業売上原価 7,176 4,995

売上原価合計 2,928,330 2,695,628

売上総利益

完成工事総利益 326,839 328,321

兼業事業総利益 7,550 7,858

売上総利益合計 334,390 336,180

販売費及び一般管理費 216,316 224,391

営業利益 118,073 111,788

営業外収益

受取利息 932 1,256

受取配当金 100 254

受取賃貸料 4,213 3,297

生命保険配当金 6,680 6,051

特許関連収入 8,500 -

その他 2,850 5,776

営業外収益合計 23,278 16,636

営業外費用

支払利息 738 883

賃貸費用 2,753 1,936

自己株式処分費用 - 1,000

その他 324 836

営業外費用合計 3,817 4,655

経常利益 137,534 123,768

特別利益

固定資産売却益 1,409 -

特別利益合計 1,409 -

特別損失

固定資産除売却損 0 0

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 1,400 -

特別損失合計 1,400 0

税引前四半期純利益 137,543 123,768

法人税、住民税及び事業税 51,990 59,680

法人税等調整額 △8,743 △27,383

法人税等合計 43,246 32,296

四半期純利益 94,297 91,472
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症による当社ヘの影響は、収束時期の見通しが不透明な状況にありますが、四半期報

告書提出日現在においては、当四半期末の固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに大

きな影響を与えるものではないと想定しております。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の経済活動への影響等には不確定要素も多いため、想定に変化が生じ

た場合は当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2020年２月１日 至 2020年４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

(単位：千円)

報告セグメント
合計

特殊土木工事
等事業

住宅関連工事
事業

建築事業
機械製造販売

等事業
再生可能エネ
ルギー等事業

売上高

外部顧客への売上高 1,956,942 1,098,649 192,402 2,006 12,720 3,262,720

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,956,942 1,098,649 192,402 2,006 12,720 3,262,720

セグメント利益又は損失(△) 139,454 △20,389 △8,541 418 7,132 118,073

(注) セグメント利益又は損失の合計は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2021年２月１日 至 2021年４月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
合計

特殊土木工事
等事業

住宅関連工事
事業

建築事業
機械製造販売

等事業
再生可能エネ
ルギー等事業

売上高

外部顧客への売上高 1,460,381 1,189,620 368,953 ― 12,853 3,031,808

セグメント間の
　内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,460,381 1,189,620 368,953 ― 12,853 3,031,808

セグメント利益 54,099 37,372 12,457 ― 7,858 111,788

(注) セグメント利益の合計は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

報告セグメントの区分方法の変更

当第１四半期会計期間より、従来「住宅関連工事事業」に含まれていた「建築事業」について金額的な重要性が増

したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。また、従来「住宅関連工事事業」に含まれていた

「太陽光設備関連の建設」の事業について事業区分の見直しにより「特殊土木工事等事業」に含めて記載する方法に

変更しております。

なお、前第１四半期累計期間のセグメント情報については変更後の区分により作成したものを記載しております。

（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。
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２．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

当社は生産実績を定義することが困難であるため生産実績の記載はありません。

① 売上高の状況

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 2020年２月１日
　至 2020年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年４月30日)

対前年同期

金額
構成比
(％)

金額
構成比
(％)

金額
増減率
(％)

特殊土木工事等 1,956,942 60.0 1,460,381 48.2 △496,560 △25.4

住宅関連工事 1,098,649 33.6 1,189,620 39.2 90,971 8.3

建築 192,402 5.9 368,953 12.2 176,551 91.8

機械製造販売等 2,006 0.1 ― ― △2,006 △100.0

再生可能エネルギー等 12,720 0.4 12,853 0.4 133 1.0

合計 3,262,720 100.0 3,031,808 100.0 △230,911 △7.1

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

② 受注高

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 2020年２月１日
　至 2020年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年４月30日)

対前年同期

金額
構成比
(％)

金額
構成比
(％)

金額
増減率
(％)

特殊土木工事等 2,174,648 60.8 2,004,420 54.9 △170,228 △7.8

住宅関連工事 952,797 26.6 1,215,337 33.3 262,539 27.6

建築 450,830 12.6 432,497 11.8 △18,332 △4.1

機械製造販売等 1,085 0.0 ― ― △1,085 △100.0

再生可能エネルギー等 ― ― ― ― ― ―

合計 3,579,361 100.0 3,652,254 100.0 72,893 2.0

(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

　

③ 受注残高

　 (単位：千円)

セグメントの名称

前第１四半期累計期間
(自 2020年２月１日
　至 2020年４月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年２月１日
　至 2021年４月30日)

対前年同期

金額
構成比
(％)

金額
構成比
(％)

金額
増減率
(％)

特殊土木工事等 2,895,082 64.2 3,024,413 71.7 129,330 4.5

住宅関連工事 366,094 8.1 247,723 5.9 △118,370 △32.3

建築 1,250,624 27.7 942,514 22.4 △308,109 △24.6

機械製造販売等 ― ― ― ― ― ―

再生可能エネルギー等 ― ― ― ― ― ―

合計 4,511,800 100.0 4,214,651 100.0 △297,149 △6.6

　(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

　


