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1. 2021年3月期第2四半期の業績（2020年4月1日～2020年9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 ％

2021年3月期第2四半期 4,091 14.2 △30 ― △10 ― △16 ―

2020年3月期第2四半期 3,581 △2.6 △403 ― △380 ― △274 ―

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

2021年3月期第2四半期 △6.68 ―

2020年3月期第2四半期 △108.87 ―

(2) 財政状態

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

2021年3月期第2四半期 9,678 6,788 70.1 2,733.44

2020年3月期 10,576 7,122 67.3 2,863.07

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 6,788百万円 2020年3月期 7,122百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 130.00 130.00

2021年3月期 ― 0.00

2021年3月期（予想） ― 130.00 130.00

（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. 2021年 3月期の業績予想（2020年 4月 1日～2021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 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 11,200 1.6 630 1.4 670 0.9 470 0.8 189.01

（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) 四半期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Ｐ．７「２．四半期財務諸表及び主な注記　（４）四半期財務諸表に関する注記事項　（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の

　　適用）をご覧下さい。

(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） 2021年3月期2Q 2,602,500 株 2020年3月期 2,602,500 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 119,112 株 2020年3月期 114,637 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 2,486,635 株 2020年3月期2Q 2,524,208 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

（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の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、添付資料のＰ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）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。
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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、港湾及びＲＣの大型案件が続けて出件され、受注高は前年同

期に比べ 1,087 百万円増の 6,954 百万円となり、売上高は同 510 百万円増の 4,091 百万円となりました。

受注残高は期首より 2,862 百万円増の 5,315 百万円となりました。 

損益面は、売上高が第３四半期及び第４四半期会計期間に偏る事業特性から、当第２四半期累計

期間では 10 百万円の経常損失（前年同期は 380 百万円の損失）、16 百万円の四半期純損失（前年同

期は 274 百万円の損失）となりました。 

 

（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 897 百万円減の 9,678 百万円

となりました。主な減少要因は受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金及び売掛金の減 1,954 百万

円、及び現金預金の減 202 百万円であり、主な増加要因は、関係会社預け金の増 557 百万円、商品及び

製品及び未成工事支出金の増 514 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 562 百万円減の 2,890 百万円となりました。主な減少要因

は支払手形、電子記録債務、工事未払金及び買掛金の減 455 百万円、及び流動負債その他に含まれる未

払法人税等の減 204 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 334 百万円減の 6,788 百万円となりました。主な減少要

因は、配当金の支払い 323 百万円等による利益剰余金の減 340 百万円であります。 

 

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 354 百

万円増の 4,132 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 762 百万円（前年同期は 551 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 1,954 百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減 471 百万円、未成工

事支出金及びその他のたな卸資産の増 500 百万円、法人税等の支払 207 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 67 百万円（前年同期は 38 百万円の使用）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 340 百万円（前年同期は 402 百万円の使用）で、主な使途は配当金の支払

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 

  2020 年８月３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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２．四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
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 588,969 386,224

受取手形 479,571 400,580

電子記録債権 501,597 332,165

完成工事未収入金 3,203,900 1,860,211

売掛金 625,932 263,435

商品及び製品 321,042 542,470

未成工事支出金 72,433 365,767

材料貯蔵品 67,016 52,497

関係会社預け金 3,189,232 3,746,541

その他 61,425 177,667

流動資産合計 9,111,121 8,127,562

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 269,510 271,744

その他（純額） 345,864 388,259

有形固定資産合計 615,374 660,004

無形固定資産 22,807 34,417

投資その他の資産

繰延税金資産 478,226 471,388

その他 360,404 397,103

貸倒引当金 △11,865 △11,865

投資その他の資産合計 826,765 856,625

固定資産合計 1,464,947 1,551,047

資産合計 10,576,069 9,678,609

負債の部

流動負債

支払手形 279,578 141,130

電子記録債務 472,851 386,301

工事未払金 568,058 398,470

買掛金 217,583 156,712

未成工事受入金 40,289 135,538

完成工事補償引当金 19,527 23,422

工事損失引当金 10,444 50,764

賞与引当金 382,000 289,598

その他 433,270 268,474

流動負債合計 2,423,602 1,850,413

固定負債

退職給付引当金 919,154 921,456

役員退職慰労引当金 84,175 93,200

資産除去債務 21,119 21,344

その他 5,080 3,991

固定負債合計 1,029,530 1,039,992

負債合計 3,453,132 2,890,406
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 866,350 866,350

資本剰余金 753,385 753,385

利益剰余金 5,781,891 5,441,867

自己株式 △343,639 △360,862

株主資本合計 7,057,987 6,700,740

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 64,950 87,462

評価・換算差額等合計 64,950 87,462

純資産合計 7,122,937 6,788,203

負債純資産合計 10,576,069 9,678,609
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高

完成工事高 2,976,870 3,357,801

製品等売上高 604,282 733,627

売上高合計 3,581,152 4,091,429

売上原価

完成工事原価 2,671,336 2,835,597

製品等売上原価 356,619 382,155

売上原価合計 3,027,956 3,217,752

売上総利益

完成工事総利益 305,534 522,203

製品等売上総利益 247,662 351,472

売上総利益合計 553,196 873,676

販売費及び一般管理費 957,041 904,060

営業損失（△） △403,844 △30,384

営業外収益

受取利息 11,152 7,871

受取配当金 5,943 6,009

受取賃貸料 5,043 4,651

その他 2,159 1,709

営業外収益合計 24,297 20,242

営業外費用

その他 459 98

営業外費用合計 459 98

経常損失（△） △380,005 △10,240

特別損失

固定資産除却損 0 31

特別損失合計 0 31

税引前四半期純損失（△） △380,005 △10,271

法人税、住民税及び事業税 △105,200 6,329

法人税等合計 △105,200 6,329

四半期純損失（△） △274,805 △16,601
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △380,005 △10,271

減価償却費 35,499 36,054

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △738 3,895

工事損失引当金の増減額（△は減少） 49,271 40,320

賞与引当金の増減額（△は減少） △129,000 △92,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,004 2,301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,325 9,025

受取利息及び受取配当金 △17,095 △13,880

固定資産除却損 0 31

売上債権の増減額（△は増加） 2,507,039 1,954,609

未成工事支出金の増減額（△は増加） △161,635 △293,334

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △159,560 △206,909

仕入債務の増減額（△は減少） △802,886 △471,546

未成工事受入金の増減額（△は減少） 95,733 95,249

その他 △265,303 △97,127

小計 770,997 956,015

利息及び配当金の受取額 17,095 13,880

法人税等の支払額 △236,581 △207,034

営業活動によるキャッシュ・フロー 551,511 762,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △4,789 △5,106

有形固定資産の取得による支出 △29,805 △47,274

無形固定資産の取得による支出 △3,900 △15,221

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,495 △67,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,728 △1,088

自己株式の取得による支出 △86,386 △17,318

配当金の支払額 △314,870 △322,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △402,985 △340,695

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 110,030 354,564

現金及び現金同等物の期首残高 3,970,682 3,778,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,080,713 4,132,766

㈱ナカボーテック（1787）　2021年3月期　第2四半期短信（非連結）

6



   
 

 

 

（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。 

 

 （四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

 

（原価差異の繰延処理） 

定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設

定されており、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）

として繰り延べております。 

 

  （税金費用の計算） 

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又は税引前四半期純損失に当該

見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。 
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