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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 21,407 26.6 319 ― 322 ― 165 ―
25年3月期第1四半期 16,911 30.2 △240 ― △239 ― △119 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 185百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △130百万円 （―％）

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 3.56 ―
25年3月期第1四半期 △2.57 ―

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

26年3月期第1四半期 71,652 27,110 37.8 582.99
25年3月期 77,544 27,298 35.2 586.99
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  27,110百万円 25年3月期  27,298百万円

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  
（注）平成25年３月期期末配当金の内訳       普通配当 ４円00銭  特別配当 ４円00銭 
   平成26年３月期期末配当金（予想）の内訳   普通配当 ４円00銭  特別配当 ４円00銭 

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 ― ― ― 8.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 8.00 8.00

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  ：  有  
詳細は、本日（平成25年８月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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) 45,100 22.9 1,310 154.9 1,250 145.8 700 134.7 15.05
通期 95,200 0.3 3,070 △18.9 3,070 △19.8 1,660 △20.2 35.70



(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 

(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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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Ｐ．２「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

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 46,818,807 株 25年3月期 46,818,807 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 315,869 株 25年3月期 312,871 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 46,504,112 株 25年3月期1Q 46,556,914 株



平成26年３月期の個別業績予想（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：有 

詳細は、本日（平成25年８月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

（参考）個別業績予想

  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）  45,000  22.6  1,300  153.8  1,400  172.7  850  180.1  18.28

通期  95,000  0.3  3,000  △19.8  3,000  △20.2  1,600  △20.6  34.41

※ 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）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州をはじめとする海外景気の下振れ懸念など、国内景気を

後退させる不安要素がありましたが、政府の日本経済再生に向けた各種経済対策・金融政策により、景気は緩やか

に回復に向かいました。 

道路建設業界におきましては、民間の設備投資については回復の動きが弱いものの持ち直しが期待されており、

公共投資についても震災の復旧・復興需要の継続などから堅調に推移しました。 

このような状況の下、当社グループは品質の向上と利益の確保に重点をおき、工事受注量の増加と製品販売量の

確保に努めた結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は295億６千万円（前年同四半期比50.2％増）、売上高は

214億７百万円（前年同四半期比26.6％増）となりました。 

利益につきましては、売上高の増加に伴い、売上総利益は14億８千万円（前年同四半期比62.2％増）となり、経

常利益は３億２千２百万円（前年同四半期は経常損失２億３千９百万円）となりました。 

四半期純利益につきましては、１億６千５百万円（前年同四半期は四半期純損失１億１千９百万円）となりまし

た。   

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、売上債権の回収が順調に推移したことにより「受取手形・完成工事

未収入金等」が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ58億９千２百万円減の716億５千２百万円となり

ました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、「支払手形・工事未払金等」が減少したことなどから、前連結会計

年度末に比べ57億４百万円減の445億４千１百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度の利益処分を計上したことなどから、前連結会計

年度末に比べ１億８千７百万円減の271億１千万円となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想及び個別業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成25年５月13日に公表しました第

２四半期（累計）の業績予想を修正しております。詳細につきましては平成25年８月５日公表の「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

- 2 -

大林道路㈱ (1896) 平成 26 年３月期 第１四半期決算短信 

 

 



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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   

現金及び預金 8,145 12,259

受取手形・完成工事未収入金等 42,869 31,968

有価証券 20 －

販売用不動産 0 0

未成工事支出金 2,129 3,103

材料貯蔵品 509 480

その他 2,232 2,309

貸倒引当金 △61 △42

流動資産合計 55,845 50,079

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,581 12,581

その他（純額） 5,846 5,700

有形固定資産合計 18,427 18,281

無形固定資産 200 198

投資その他の資産   

その他 3,318 3,334

貸倒引当金 △247 △242

投資その他の資産合計 3,071 3,092

固定資産合計 21,699 21,572

資産合計 77,544 71,652
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（単位：百万円）

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 33,915 29,047

短期借入金 2,000 2,000

未払法人税等 1,547 40

未成工事受入金 1,362 2,119

完成工事補償引当金 145 144

工事損失引当金 392 306

その他 4,705 4,694

流動負債合計 44,068 38,353

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 1,747 1,747

退職給付引当金 4,220 4,249

その他 210 191

固定負債合計 6,178 6,187

負債合計 50,246 44,541

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,293 6,293

資本剰余金 6,095 6,095

利益剰余金 14,702 14,496

自己株式 △68 △70

株主資本合計 27,023 26,816

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 129 149

土地再評価差額金 145 145

その他の包括利益累計額合計 274 294

純資産合計 27,298 27,110

負債純資産合計 77,544 71,652
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 16,911 21,407

売上原価 15,998 19,926

売上総利益 913 1,480

販売費及び一般管理費 1,153 1,161

営業利益又は営業損失（△） △240 319

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 2 3

持分法による投資利益 － 3

為替差益 － 4

デリバティブ評価益 5 －

その他 4 4

営業外収益合計 13 17

営業外費用   

支払利息 7 8

持分法による投資損失 2 －

デリバティブ評価損 － 6

その他 2 1

営業外費用合計 12 15

経常利益又は経常損失（△） △239 322

特別利益   

固定資産売却益 － 1

受取補償金 129 －

その他 0 0

特別利益合計 129 1

特別損失   

固定資産除却損 12 1

その他 1 0

特別損失合計 14 2

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（△）

△124 321

法人税、住民税及び事業税 19 21

法人税等調整額 △24 134

法人税等合計 △4 156

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△119 165

四半期純利益又は四半期純損失（△） △119 165
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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：百万円）

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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△119 165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 20

その他の包括利益合計 △10 20

四半期包括利益 △130 185

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △130 185
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 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

Ⅰ  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） 

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）１．セグメント利益の調整額△523百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△523百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

Ⅱ  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） 

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）１．セグメント利益の調整額△551百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△551百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

   

（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）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  建設事業 
製造・販売 
他事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  13,828  3,083  16,911  －  16,911

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 1  2,243  2,245  △2,245  －

計  13,829  5,327  19,157  △2,245  16,911

セグメント利益又は損失（△）  107  175  283  △523  △240

  （単位：百万円）

  建設事業 
製造・販売 
他事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  18,463  2,944  21,407  －  21,407

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 2  1,690  1,692  △1,692  －

計  18,465  4,635  23,100  △1,692  21,407

セグメント利益  759  110  870  △551  319
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（単位：百万円） 

  

３．（参考）個別財務諸表

（１）（参考）四半期貸借対照表

      

  前 事 業 年 度 当 第 １ 四 半 期 会 計 期 間 

  （平成25年３月31日） （平成25年６月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,757 11,776  

受取手形 5,783 5,893  

完成工事未収入金 33,460 23,900  

売掛金 3,530 2,140  

有価証券 20 －  

販売用不動産 0 0  

未成工事支出金 2,107 3,098 

材料貯蔵品 509 480  

その他 2,235 2,309  

貸倒引当金 △61 △42  

流動資産合計 55,342 49,556  

固定資産  

有形固定資産   

土地 12,581  12,581  

その他（純額） 5,809  5,666  

有形固定資産合計 18,391  18,247  

無形固定資産 200  197  

投資その他の資産   

その他 3,307  3,327 

貸倒引当金 △247 △242  

投資その他の資産合計 3,060  3,085  

固定資産合計 21,651  21,530  

資産合計 76,993  71,087  
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（単位：百万円） 

   

（注）１．この四半期貸借対照表は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

   ２．この四半期貸借対照表は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて 

     記載しております。  

      

  前 事 業 年 度 当 第 １ 四 半 期 会 計 期 間 

  （平成25年３月31日） （平成25年６月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形 14,776 14,982  

工事未払金 14,750 11,017  

買掛金 4,334 2,958  

短期借入金 2,000 2,000  

未払法人税等 1,542 39  

未成工事受入金 1,362 2,119  

完成工事補償引当金 145 144 

工事損失引当金 392 306  

その他 4,691 4,687  

流動負債合計 43,994 38,257  

固定負債  

再評価に係る繰延税金負債 1,747  1,747  

退職給付引当金 4,218  4,246  

環境対策引当金  6  6  

その他 203  184  

固定負債合計 6,176  6,185  

負債合計 50,170  44,442  

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,293 6,293  

資本剰余金  6,095 6,095  

利益剰余金 14,227 14,030  

自己株式 △68 △70  

株主資本合計 26,548 26,350  

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 129 149  

土地再評価差額金 145 145  

評価・換算差額等合計 274  294  

純資産合計 26,822  26,645  

負債純資産合計 76,993  71,087  
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（単位：百万円）

  

（注）１．この四半期損益計算書は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

   ２．この四半期損益計算書は、「四半期財務諸表等規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて 

     記載しておりますが、科目の区分掲記につきましては、一部要約しております。 

（２）（参考）四半期損益計算書

  前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 

  （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）

売上高 16,900  21,362  

売上原価 15,994  19,896  

売上総利益 905  1,465  

販売費及び一般管理費 1,133  1,143  

営業利益又は営業損失（△） △227  322  

営業外収益 16  20  

営業外費用 10  15  

経常利益又は経常損失（△） △221  327  

特別利益 129  1  

特別損失 14  2  

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △106  327  

税金費用 △4  152  

四半期純利益又は四半期純損失（△） △101  175  
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個別受注実績 

  

① 平成26年３月期第１四半期の個別受注実績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

                              （百万円未満切捨て） 

      （注）１．受注高は、当第１四半期まで累計額 

２．パーセント表示は、対前年同四半期増減率 

  

② 受注実績内訳 

 （百万円未満切捨て） 

   

４．補足情報

  受 注 高 

平成26年３月期第１四半期 百万円 29,458 ％ 49.9

平成25年３月期第１四半期 百万円 19,647 ％ 28.6

   
平成25年３月期 

第１四半期 

平成26年３月期 

第１四半期  

  

比較増減 

  

増減率 

区    分 受注高 

（百万円） 

構成比  

 （％）  

受注高 

 （百万円） 

構成比 

 （％）  
（百万円） （％） 

工 国内官公庁  4,402  22.4  6,075  20.6     1,673  38.0

事  国内民間  11,504  58.6    20,438  69.4     8,934  77.7

部  海  外  656  3.3    －  －  △656  －

門 計  16,563  84.3  26,514  90.0  9,951  60.1

製 品 部 門  3,083  15.7  2,944  10.0  △139  △4.5

合     計  19,647  100  29,458  100  9,811  49.9
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