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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２四半期累計期間につきましては、売上高は、当事業年度期首の受注残高が前事業年度に比

べ 590 百万円少なかったことから、前年同期に比べ 644 百万円減の 3,624 百万円となりましたが、

政府による公共投資の前倒し執行や民間設備投資の回復傾向などを背景に、受注高は、港湾の大型

工事を中心に出件のペースが早く前年同期に比べ 427 百万円増の 5,864 百万円となりました。この

結果、当第２四半期受注残高は前年同期に比べ 482 百万円増の 3,793 百万円となり、第３四半期以

降の売上高へ寄与してまいります。 

損益面は、売上高が少ないことから四半期経常損失は 165 百万円（前年同期は 36 百万円の利益）、

四半期純損失は 120 百万円（前年同期は 15 百万円の利益）となりました。 

なお、当社の売上高は、第３四半期及び第４四半期会計期間に偏る事業特性があります。 

 

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 1,806 百万円減の 8,468

百万円となりました。主な減少要因は受取手形、完成工事未収入金及び売掛金の減 2,764 百万円で

あり、主な増加要因は、関係会社預け金の増 660 百万円、未成工事支出金の増 451 百万円でありま

す。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ 1,300 百万円減の 2,626 百万円となりました。主な減

少要因は支払手形、工事未払金及び買掛金の減 847 百万円、流動負債その他に含まれる未払法人税

等の減 521 百万円であり、主な増加要因は、退職給付債務計算方法変更に伴う影響額 161 百万円を

含む退職給付引当金の増 167 百万円であります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ 506 百万円減の 5,842 百万円となりました。これは

主に、四半期純損失 120 百万円、退職給付に係る調整額 104 百万円並びに剰余金の配当 284 百万円

からなる利益剰余金の減 508 百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ 229

百万円増の 3,331 百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動で獲得した資金は 572 百万円（前年同期は 182 百万円の資金獲得）となりました。資金

の主な増加要因は売上債権の減 2,764 百万円であり、資金の主な減少要因は仕入債務の減 842 百万

円、未成工事支出金の増 451 百万円、法人税等の支払額 527 百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は 61 百万円（前年同期は 32 百万円の資金使用）となりました。この内

主なものは事業活動に必要な有形固定資産の取得であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は 281 百万円（前年同期は 155 百万円の資金使用）で、主に配当金の支

払いによるものであります。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年８月 11 日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用につきましては、当第２四半期会計期間を含む事業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おります。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付

会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25

号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本

文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げた定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職

給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を変更しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従

って、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を、当第２四半期累計期間の期

首の利益剰余金に加減しております。 

 この結果、当第２四半期累計期間の期首の退職給付引当金が 161 百万円増加し、利益剰余金が

104 百万円減少しております。また、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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（４）四半期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。 
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４．補足情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 4,592,908 84.5 5,080,913 86.6 488,005 9,560,040 81.9

製品等販売部門 844,445 15.5 784,013 13.4 △ 60,431 2,109,183 18.1

5,437,353 100.0 5,864,927 100.0 427,573 11,669,223 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 3,446,859 80.7 2,938,791 81.1 △ 508,067 10,126,882 82.6

製品等販売部門 822,908 19.3 685,981 18.9 △ 136,926 2,132,667 17.4

4,269,767 100.0 3,624,772 100.0 △ 644,994 12,259,549 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 2,983,494 90.1 3,412,725 90.0 429,231 1,270,603 81.8

製品等販売部門 328,231 9.9 381,242 10.0 53,011 283,210 18.2

3,311,726 100.0 3,793,968 100.0 482,242 1,553,813 100.0

（平成25年9月30日） （平成26年9月30日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比

金　　　額

（平成26年3月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成26年3月31日）

（自　平成25年4月１日

　至　平成26年3月31日）

当第２四半期累計期間

（自　平成25年4月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第２四半期累計期間

（自　平成26年4月1日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成26年9月30日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成26年4月1日

金　　　額

　至　平成26年9月30日）

合　　　　　　計

　至　平成25年9月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

合　　　　　　計

前第２四半期累計期間

（自　平成25年4月1日

　至　平成25年9月30日）

金　　　額 構成比

（自　平成25年4月1日

金　　　額

前第２四半期累計期間

合　　　　　　計
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