
令和2年11月13日

上場会社名 株式会社ナカノフドー建設 上場取引所 東

コード番号 1827 URL https://www.wave-nakano.co.jp

代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 竹谷　紀之

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 前澤　孝 TEL 03‐6774‐8587

四半期報告書提出予定日 令和2年11月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 令和3年3月期第2四半期の連結業績（令和2年4月1日～令和2年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

3年3月期第2四半期 49,613 △2.2 1,101 △16.1 1,168 △19.0 582 △28.9

2年3月期第2四半期 50,726 △11.0 1,312 △55.2 1,442 △55.6 819 △64.4

（注）包括利益 3年3月期第2四半期　　951百万円 （160.5％） 2年3月期第2四半期　　365百万円 （△85.8％）

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

3年3月期第2四半期 16.95 ―

2年3月期第2四半期 23.85 ―

(2) 連結財政状態

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

3年3月期第2四半期 78,819 36,002 44.0 1,009.84

2年3月期 81,349 35,532 42.1 996.50

（参考）自己資本 3年3月期第2四半期 34,707百万円 2年3月期 34,249百万円

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

2年3月期 ― ― ― 14.00 14.00

3年3月期 ― ―

3年3月期（予想） ― 14.00 14.00

（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. 令和 3年 3月期の連結業績予想（令和 2年 4月 1日～令和 3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
親会社株主に帰属する

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 120,000 2.6 3,800 △7.4 4,000 △9.0 2,100 △28.4 61.10

（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) 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

②①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

(4) 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） 3年3月期2Q 34,498,097 株 2年3月期 34,498,097 株

② 期末自己株式数 3年3月期2Q 128,830 株 2年3月期 128,323 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 3年3月期2Q 34,369,579 株 2年3月期2Q 34,370,842 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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表時現在に入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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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２四半期連結累計期間における経営成績につきましては、売上高は、建設事業489億69百万円(前年同四半

期比2.3%減)に不動産事業他６億44百万円(前年同四半期比2.9%増)をあわせ、496億13百万円(前年同四半期比2.2%

減)となりました。

損益面におきましては、営業利益は11億１百万円(前年同四半期比16.1%減)、経常利益は11億68百万円(前年同

四半期比19.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億82百万円(前年同四半期比28.9%減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ25億29百万円減少し、788億19百万円とな

りました。これは、流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」が６億35百万円増加しましたが、「受取手

形・完成工事未収入金等」が19億89百万円及び流動資産の「その他」に含まれる「未収消費税等」が11億46百万

円それぞれ減少したことなどによるものであります。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ29億99百万円減少し、428億17百万円となりました。これは「短期借入

金」が50億円増加しましたが、「支払手形・工事未払金等」が84億90百万円減少したことなどによるものであり

ます。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ４億69百万円増加し、360億２百万円となりました。これは、親会社株

主に帰属する四半期純利益５億82百万円の計上などによるものであります。

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益９億19

百万円を計上し、売上債権の減少並びに未払又は未収消費税等の増減などがありましたが、仕入債務の減少など

により、43億67百万円のマイナス(前年同四半期は33億60百万円のマイナス)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出などにより、８億66百万円のマイナス(前年

同四半期は13億９百万円のマイナス)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済などによる支出がありましたが、短期借入による収

入などにより、42億78百万円のプラス(前年同四半期は７億23百万円のマイナス)となりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末に比

べ８億55百万円減少し、207億57百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和３年３月期の連結業績予想につきましては、本資料の発表時現在において令和２年７月15日に公表いたし

ました業績予想から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和２年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和２年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 22,535 22,467

受取手形・完成工事未収入金等 30,391 28,402

未成工事支出金 2,890 2,952

その他のたな卸資産 55 54

その他 5,380 4,492

貸倒引当金 △161 △161

流動資産合計 61,091 58,206

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 3,714 3,639

土地 11,524 11,524

その他（純額） 565 538

建設仮勘定 49 144

有形固定資産合計 15,853 15,847

無形固定資産 996 996

投資その他の資産

投資有価証券 2,909 3,124

繰延税金資産 82 236

その他 428 421

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 3,407 3,769

固定資産合計 20,257 20,613

資産合計 81,349 78,819
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(令和２年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(令和２年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 34,236 25,746

短期借入金 480 5,480

未払法人税等 315 538

未成工事受入金 6,644 6,695

引当金 795 918

その他 769 978

流動負債合計 43,241 40,357

固定負債

社債 500 500

長期借入金 720 565

繰延税金負債 282 335

退職給付に係る負債 268 236

その他 805 823

固定負債合計 2,576 2,459

負債合計 45,817 42,817

純資産の部

株主資本

資本金 5,061 5,061

資本剰余金 1,400 1,400

利益剰余金 28,933 29,034

自己株式 △34 △34

株主資本合計 35,360 35,461

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 597 745

為替換算調整勘定 △1,575 △1,391

退職給付に係る調整累計額 △133 △108

その他の包括利益累計額合計 △1,111 △754

非支配株主持分 1,282 1,294

純資産合計 35,532 36,002

負債純資産合計 81,349 78,819
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
　至 令和元年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
　至 令和２年９月30日)

売上高 50,726 49,613

売上原価 46,768 45,699

売上総利益 3,958 3,914

販売費及び一般管理費 2,645 2,812

営業利益 1,312 1,101

営業外収益

受取利息 143 75

受取配当金 28 28

その他 12 29

営業外収益合計 184 133

営業外費用

支払利息 15 28

為替差損 40 38

その他 0 0

営業外費用合計 55 67

経常利益 1,442 1,168

特別利益

補助金収入 - 363

その他 6 4

特別利益合計 6 368

特別損失

新型コロナウイルス感染症による損失 - 602

子会社特別退職金 104 -

その他 98 14

特別損失合計 202 616

税金等調整前四半期純利益 1,247 919

法人税、住民税及び事業税 366 503

法人税等調整額 48 △177

法人税等合計 415 325

四半期純利益 831 594

非支配株主に帰属する四半期純利益 11 11

親会社株主に帰属する四半期純利益 819 582
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
　至 令和元年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
　至 令和２年９月30日)

四半期純利益 831 594

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4 148

為替換算調整勘定 △481 183

退職給付に係る調整額 19 24

その他の包括利益合計 △466 356

四半期包括利益 365 951

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 338 939

非支配株主に係る四半期包括利益 26 12
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
　至 令和元年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
　至 令和２年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,247 919

減価償却費 196 228

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28 △8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △40 △11

工事損失引当金の増減額（△は減少） 12 21

受取利息及び受取配当金 △171 △104

支払利息 15 28

補助金収入 - △363

売上債権の増減額（△は増加） 2,571 2,100

未成工事支出金の増減額（△は増加） △499 △46

仕入債務の増減額（△は減少） △6,348 △8,591

未成工事受入金の増減額（△は減少） 577 46

未払又は未収消費税等の増減額 △2,878 1,142

その他 3,059 265

小計 △2,239 △4,371

利息及び配当金の受取額 166 105

利息の支払額 △14 △34

法人税等の支払額 △1,272 △309

補助金の受取額 - 243

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,360 △4,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,201 △981

定期預金の払戻による収入 - 206

有形固定資産の取得による支出 △127 △114

無形固定資産の取得による支出 △3 △2

その他 22 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,309 △866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △30 5,000

長期借入金の返済による支出 △155 △155

配当金の支払額 △480 △480

その他 △58 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー △723 4,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △411 99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,805 △855

現金及び現金同等物の期首残高 31,600 21,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,795 20,757
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（４）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）

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。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の今後の影響について予測することは困難ですが、国内工事は概ね順調に進捗し

ていることなどを勘案し、また、海外連結子会社において中断や遅延等をしている工事については、工事の再

開時期などを考慮のうえ、工事進行基準による完成工事高の計上、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可

能性等の会計上の見積り等は、合理的な金額を見積って計上しています。

なお、新型コロナウイルス感染症の再拡大や長期化等により経営環境が大きく変化した場合には、当連結会

計年度以降の当社グループ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。
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３．補足情報

連結業績の建設事業の受注高、売上高、繰越高

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

比較増減自 平成31年４月１日 自 令和２年４月１日

至 令和元年９月30日 至 令和２年９月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %
受 国内 34,888 55.3 31,295 73.6 △3,593 △10.3

注 海外 28,146 44.7 11,213 26.4 △16,933 △60.2

高 合計 63,035 100.0 42,508 100.0 △20,526 △32.6

売 国内 34,176 68.2 38,610 78.8 4,434 13.0

上 海外 15,924 31.8 10,359 21.2 △5,565 △34.9

高 合計 50,100 100.0 48,969 100.0 △1,130 △2.3

繰 国内 82,061 64.6 66,818 62.1 △15,243 △18.6

越 海外 44,927 35.4 40,723 37.9 △4,203 △9.4

高 合計 126,988 100.0 107,542 100.0 △19,446 △15.3

なお、参考のため提出会社の建設事業の状況は次のとおりである。

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

比較増減自 平成31年４月１日 自 令和２年４月１日

至 令和元年９月30日 至 令和２年９月30日

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比

% % %

建築

官公庁 3,565 10.2 5,142 16.4 1,577 44.2

受 民間 31,319 89.8 25,582 81.8 △5,737 △18.3

計 34,884 100.0 30,725 98.2 △4,159 △11.9

土木

官公庁 ― ― 0 0.0 0 ―

注 民間 4 0.0 570 1.8 565 ―

計 4 0.0 570 1.8 566 ―

合計

官公庁 3,565 10.2 5,143 16.4 1,577 44.3

高 民間 31,323 89.8 26,152 83.6 △5,171 △16.5

計 34,889 100.0 31,295 100.0 △3,593 △10.3

建築

官公庁 5,407 15.8 3,710 9.6 △1,697 △31.4

売 民間 28,585 83.7 34,488 89.3 5,903 20.7

計 33,993 99.5 38,199 98.9 4,206 12.4

土木

官公庁 101 0.3 104 0.3 2 2.8

上 民間 81 0.2 306 0.8 224 275.2

計 183 0.5 410 1.1 227 124.0

合計

官公庁 5,509 16.1 3,815 9.9 △1,694 △30.8

高 民間 28,666 83.9 34,795 90.1 6,128 21.4

計 34,176 100.0 38,610 100.0 4,433 13.0

建築

官公庁 11,725 14.3 9,855 14.7 △1,869 △15.9

繰 民間 70,315 85.7 56,365 84.4 △13,949 △19.8

計 82,040 100.0 66,221 99.1 △15,818 △19.3

土木

官公庁 21 0.0 333 0.5 312 ―

越 民間 ― ― 263 0.4 263 ―

計 21 0.0 597 0.9 576 ―

合計

官公庁 11,746 14.3 10,189 15.2 △1,557 △13.3

高 民間 70,315 85.7 56,629 84.8 △13,685 △19.5

計 82,061 100.0 66,818 100.0 △15,242 △18.6
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