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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第69期

第１四半期連結
累計期間

第70期
第１四半期連結

累計期間
第69期

会計期間

自令和３年
　４月１日
至令和３年
　６月30日

自令和４年
　４月１日
至令和４年
　６月30日

自令和３年
　４月１日
至令和４年
　３月31日

売上高 （百万円） 4,797 5,561 22,111

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △4 215 963

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △50 109 498

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △272 9 111

純資産額 （百万円） 21,842 20,529 21,109

総資産額 （百万円） 28,632 29,260 30,091

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は四半期純損失（△）
（円） △2.17 5.20 21.97

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 76.29 70.16 70.15

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の対策が進む中、経済活動の正常

化により、持ち直しの動きがみられた。

　この間、国内建設業界においては、引き続き国土強靭化の基本方針に沿った施策が進められ、関連する公共工事

は底堅く推移した。

　しかしながら、ウクライナ情勢の長期化や中国における経済活動の抑制の影響などが懸念される中で、原材料価

格の上昇や供給面での制約による景気の下揺れリスク等、厳しい経営環境が続いており、予断を許さない状況にあ

る。

　かかる中、当社グループは、中期経営計画(2020年度～2022年度)の最終年度として、具体的な施策①「生産性を

向上させ絶対収益を追求する」、②「技術力の向上と技術の伝承」を、全社挙げて取り組み、計画達成に向けて業

績の伸長に努めていく。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなった。

 

①財政状態

　当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、前連結会計年度末に比べて８億31百万円減少し、292億60百万

円となった。その主な要因として、現金預金が減少したこと等によるものである。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べて２億50百万円減少し、87億31百万円となった。その主な要因として、

支払手形・工事未払金等が増加したが、賞与引当金および未払法人税等が減少したこと等によるものである。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて５億80百万円減少し、205億29百万円となった。その主な要因とし

て、利益剰余金が減少および自己株式が増加（純資産は減少）したこと等によるものである。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は70.2％となり、前連結会計年度末と同率となった。

 

②経営成績

　当第１四半期の連結会計期間の業績としては、売上高55億61百万円（前年同四半期比７億64百万円増）となっ

た。国内においては、着工時期の先送りなどにより支店別には業績面で差異があるものの、全体としては受注、施

工とも期初計画を上回ることとなり、個別決算では４億55百万円の経常利益を計上した。しかし、米国現地法人

JAFEC USA,Inc.においては、生態系環境保護による工事中断から間接費が先行したことにより、連結経常利益は

２億15百万円（前年同四半期比２億19百万円増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億９百万円（前年同四

半期比１億59百万円増）となった。

　なお、当社グループの業績の管理は、年度後半を主眼としている。

 

 

(2）研究開発活動

　　当第１四半期連結累計期間における研究開発費は24百万円であり、当社グループの研究開発活動の状況に重要な

　変更はない。

　　なお、連結子会社においては、研究開発活動は特段行われていない。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　特記事項なし。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 86,853,100

計 86,853,100

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（令和４年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和４年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 30,846,400 30,846,400
東京証券取引所

スタンダード市場
単元株式数100株

計 30,846,400 30,846,400 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　該当事項なし。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　該当事項なし。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和４年４月１日～

令和４年６月30日
－ 30,846,400 － 5,907,978 － 5,512,143

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（令和４年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしている。

①【発行済株式】

    令和４年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 9,461,600 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,307,300 213,073 同上

単元未満株式 普通株式 77,500 － －

発行済株式総数  30,846,400 － －

総株主の議決権  － 213,073 －

　（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、1,700株（議決権の数17個）含まれ

ている。

 

②【自己株式等】

    令和４年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本基礎技術㈱
大阪市北区天満一丁目

９番14号
9,461,600 － 9,461,600 30.6

計 － 9,461,600 － 9,461,600 30.6

（注）令和４年６月30日現在における当社が保有する自己株式数は9,856,368株である。
 

２【役員の状況】

該当事項はない。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（令和４年４月１日から令

和４年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和４年４月１日から令和４年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【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

(令和４年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(令和４年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 6,000,031 5,077,844

受取手形・完成工事未収入金等 6,590,700 7,147,556

有価証券 425,229 410,766

未成工事支出金 230,324 254,773

材料貯蔵品 77,594 75,988

その他 499,093 157,662

貸倒引当金 △9,000 △10,000

流動資産合計 13,813,975 13,114,592

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 4,337,763 4,291,061

土地 4,438,801 4,437,780

建設仮勘定 33,000 79,200

その他（純額） 2,579,109 2,523,512

有形固定資産合計 11,388,674 11,331,554

無形固定資産 259,086 277,041

投資その他の資産   

投資有価証券 4,154,634 4,062,681

その他 506,811 504,117

貸倒引当金 △31,918 △29,186

投資その他の資産合計 4,629,527 4,537,612

固定資産合計 16,277,288 16,146,209

資産合計 30,091,263 29,260,801

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,595,687 3,935,930

短期借入金 ※２ 2,500,000 ※２ 2,500,000

未払法人税等 324,993 120,112

未成工事受入金 99,225 123,436

完成工事補償引当金 1,000 1,000

賞与引当金 400,000 40,000

工事損失引当金 18,245 －

契約損失引当金 193,326 193,326

その他 1,013,784 1,043,094

流動負債合計 8,146,264 7,956,901

固定負債   

固定負債合計 835,121 774,851

負債合計 8,981,386 8,731,753
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和４年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(令和４年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,907,978 5,907,978

資本剰余金 5,514,689 5,514,689

利益剰余金 13,316,358 13,148,100

自己株式 △4,334,801 △4,646,776

株主資本合計 20,404,224 19,923,992

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,599,922 1,523,148

土地再評価差額金 △703,294 △703,294

為替換算調整勘定 △196,957 △216,153

退職給付に係る調整累計額 5,981 1,355

その他の包括利益累計額合計 705,652 605,056

純資産合計 21,109,877 20,529,048

負債純資産合計 30,091,263 29,260,801
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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：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和４年４月１日
　至　令和４年６月30日)

売上高   

完成工事高 4,797,944 5,561,646

売上原価   

完成工事原価 4,272,056 4,817,428

売上総利益   

完成工事総利益 525,887 744,218

販売費及び一般管理費 572,140 629,104

営業利益又は営業損失（△） △46,252 115,113

営業外収益   

受取利息 1,713 72

受取配当金 37,996 40,702

為替差益 1,023 50,091

その他 10,859 13,016

営業外収益合計 51,592 103,882

営業外費用   

支払利息 844 2,072

支払手数料 1,948 1,887

複合金融商品評価損 6,751 －

その他 271 12

営業外費用合計 9,815 3,972

経常利益又は経常損失（△） △4,475 215,023

特別利益   

投資有価証券売却益 3,729 －

固定資産売却益 － 2,608

特別利益合計 3,729 2,608

特別損失   

固定資産売却損 － 30

固定資産除却損 8,329 54

特別損失合計 8,329 85

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（△）
△9,075 217,546

法人税等 41,706 107,802

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,781 109,743

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（△）
△50,781 109,743
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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　令和３年４月１日
　至　令和３年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和４年４月１日
　至　令和４年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,781 109,743

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △252,605 △76,773

為替換算調整勘定 33,431 △19,195

退職給付に係る調整額 △2,124 △4,626

その他の包括利益合計 △221,299 △100,595

四半期包括利益 △272,080 9,148

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △272,080 9,148

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準指針第31号　令和３年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることとする。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。

 

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用の計算については、当第１四半期連結会計期間を含む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によって

いる。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によ

っている。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

 １　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（令和４年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（令和４年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 7,700千円 2,850千円

 

※２　貸出コミットメント契約

　　　当社においては、自己株式取得と運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と貸出コミットメント契約

　　　を締結している。

　　　当四半期連結会計期間末における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。

 
前連結会計年度

（令和４年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（令和４年６月30日）

貸出コミットメントの総額 4,000,000千円 4,000,000千円

借入実行残高 2,500,000 2,500,000

差引額 1,500,000 1,500,000
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
 

 
前第１四半期連結累計期間
（自 令和３年４月１日
至 令和３年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 令和４年４月１日
至 令和４年６月30日）

減価償却費 239,300千円 220,998千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和３年６月29日

定時株主総会
普通株式 236,682 10.0 令和３年３月31日 令和３年６月30日  利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和４年４月１日　至　令和４年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和４年６月29日

定時株主総会
普通株式 278,001 13.0 令和４年３月31日 令和４年６月30日  利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　令和４年４月１日　至　令和４年６月30日）

　当社グループにおける報告セグメントは「建設工事」のみであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグ

メント情報の記載を省略している。
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（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　財又はサービスの種類別の内訳

（単位：千円）

 

前第１四半期累計期間

（自　令和３年４月１日

　　至　令和３年６月30日）

当第１四半期累計期間

（自　令和４年４月１日

　　至　令和４年６月30日）

法面保護工事 778,440 915,054

ダム基礎工事 399,240 337,251

アンカー工事 582,791 915,826

重機工事 1,003,703 1,471,784

注入工事 1,023,712 1,017,390

維持修繕工事 148,193 11,794

環境保全工事 99,741 197,568

その他土木工事 581,287 413,728

建設コンサル・地質調査その他 155,272 255,136

顧客との契約から生じる収益 4,772,383 5,535,536

 その他の収益 25,560 26,110

外部顧客への売上高 4,797,944 5,561,646

 

　収益認識の時期別の内訳

（単位：千円）

 

前第１四半期累計期間

（自　令和３年４月１日

　　至　令和３年６月30日）

当第１四半期累計期間

（自　令和４年４月１日

　　至　令和４年６月30日）

一時点で移転される財 853,542 924,947

一定の期間にわたり移転される財 3,918,840 4,610,588

顧客との契約から生じる収益 4,772,383 5,535,536

 その他の収益 25,560 26,110

外部顧客への売上高 4,797,944 5,561,646
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　令和３年４月１日
至　令和３年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　令和４年４月１日
至　令和４年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額（△）
△2.17円 5.20

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△50,781 109,743

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円）

△50,781 109,743

普通株式の期中平均株式数（株） 23,369,947 21,104,556

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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２【その他】

　　　該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

令和４年８月９日

日本基礎技術株式会社

取締役会　御中

 

 

　太陽有限責任監査法人

　 大阪事務所

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　岡本　伸吾　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 　吉永　竜也　印

 

監査人の結論
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本基礎技術株
式会社の令和４年４月１日から令和５年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（令和４年４月１日から
令和４年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和４年４月１日から令和４年６月30日まで）に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本基礎技術株式会社及び連結子会社の令和４年６月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
要な点において認められなかった。
 
監査人の結論の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
　手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
　る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
　られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
　認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
　うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
　四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
　適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
　の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
　として存続できなくなる可能性がある。
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・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
　基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
　諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
　せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
　人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
　人の結論に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
 
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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