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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45期

第３四半期累計期間
第46期

第３四半期累計期間
第45期

会計期間
自  平成23年２月１日
至  平成23年10月31日

自  平成24年２月１日
至  平成24年10月31日

自  平成23年２月１日
至  平成24年１月31日

売上高 (千円) 6,602,386 6,541,397 9,046,324

経常利益 (千円) 346,776 279,511 374,061

四半期(当期)純利益 (千円) 157,526 149,660 153,106

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 456,300 456,300 456,300

発行済株式総数 (株) 4,098,000 4,098,000 4,098,000

純資産額 (千円) 4,666,026 4,628,232 4,668,986

総資産額 (千円) 7,143,719 6,823,866 6,733,040

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 39.98 38.08 38.85

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 12.50

自己資本比率 (％) 65.3 67.8 69.3

　

回次
第45期

第３四半期会計期間
第46期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成23年８月１日
至  平成23年10月31日

自  平成24年８月１日
至  平成24年10月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △11.78 24.66

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間にかかる主要な経常指標等の推移

については、記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、持分法の対象となる重要な関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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ありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【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) 業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等から緩やかな回復傾向が見

られたものの、円高の長期化や中国市場における輸出減などの影響を受けて依然として先行き不透明な

環境が続いており、全体として減速感が広がっております。

建設業界におきましては、復興需要を除いて公共工事の縮減や民間設備投資の低迷から依然として受

注価格競争が継続する等、厳しい状況が続いております。

このような状況のなかで、当社は営業拠点拡大のため10月に今期３箇所目の新設となる浜松出張所を

開設しました。また、震災復興に役立てる液状化対策についてはドレーン材を用いた新工法の施工実現が

可能となる見通しであり、ＴＲＤ工法やＴＳＣ工法が順調に推移していることと、新たにＮＥＴＩＳ登録

となったヒロワーク工法（杭抜き工法）など施工実績が増加傾向にあります。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、65億41百万円(前年同四半期比60百万円減

少)となりました。

損益につきましては、営業利益は２億53百万円(前年同四半期比74百万円減少)、経常利益は２億79百万

円(前年同四半期比67百万円減少)、四半期純利益は１億49百万円(前年同四半期比７百万円減少)となり

ました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

特殊土木工事等事業における、当第３四半期累計期間の完成工事高につきましては、公共事業削減の影

響を受けましたが、工事進行基準によりＴＲＤ工法の大型地中連続壁工事等が順調に推移し33億６百万

円(前年同四半期比64百万円増加)となり、セグメント利益(営業利益)は48百万円(前年同四半期比１億38

百万円減少)となりました。

住宅関連工事事業における、当第３四半期累計期間の完成工事高につきましては、主力である戸建住宅

用地盤改良工事の若干の減少と、震災関連の建物矯正工事が一段落した影響を受けて、32億30百万円(前

年同四半期比１億29百万円減少)となり、セグメント利益(営業利益)は自社技術であるＴＳＣ工法の施工

実績が伸びたことにより、２億４百万円(前年同四半期比63百万円増加)となりました。

機械製造販売等事業における、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、特殊建設機械部材の製

作を受注した為、４百万円(前年同四半期比３百万円増加)となり、セグメント利益(営業利益)は０百万円

(前年同四半期比０百万円増加)となりました。
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(2) 財政状態の分析

(資産)

当第３四半期会計期間末における資産合計は、68億23百万円となり、前事業年度末に比べ90百万円

の増加となりました。その主な要因は、完成工事未収入金が増加したこと等によります。

(負債)

当第３四半期会計期間末における負債合計は、21億95百万円となり、前事業年度末に比べ１億31百

万円の増加となりました。その主な要因は、工事未払金が増加したこと等によります。

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、46億28百万円となり、前事業年度末に比べ40百万

円の減少となりました。その主な要因は、自己株式を取得したこと等によります。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は20百万円であります。
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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 14,000,000

計 14,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年10月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年12月13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 4,098,000 4,098,000
大阪証券取引所

JASDAQ(スタンダード)
単元株式数　1,000株

計 4,098,000 4,098,000 ― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(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】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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)

平成24年８月１日～
平成24年10月31日

─ 4,098 ─ 456,300 ─ 340,700

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年７月31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)
(自己保有株式)
普通株式 157,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式3,936,000
　

3,936 ―

単元未満株式 普通株式 5,000
　

― ―

発行済株式総数 4,098,000 ― ―

総株主の議決権 ― 3,936 ―

(注) １　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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(平成24年７月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が788株含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 　 　 平成24年７月31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(％)

(自己保有株式)
太洋基礎工業株式会社

名古屋市中川区柳森町107
番地

157,000― 157,000 3.83

計 ― 157,000― 157,000 3.83

(注)  当第３四半期会計期間において自己株式315,000株を取得しております。取得後の自己名義所有株式数は472,888

株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は11.54％となっております。

　

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

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

府令第63号)に基づいて作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しておりま

す。

　

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３四半期会計期間(平成24年８月１日から

平成24年10月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成24年２月１日から平成24年10月31日まで)に係る四

半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「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)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見

て、当企業集団の財政状態及び経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない

程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりであります。

①　資産基準 0.5％

②　売上高基準 0.9％

③　利益基準 0.1％

④　利益剰余金基準 0.3％

※　会社間項目の消去前の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年１月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年10月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,939,695 2,183,649

受取手形 266,023 159,797

完成工事未収入金 1,289,441 2,023,793

未成工事支出金 236,165 357,865

その他 74,589 77,538

貸倒引当金 △28,280 △25,480

流動資産合計 4,777,636 4,777,165

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 142,758 140,489

機械及び装置（純額） 290,485 289,693

土地 902,155 922,112

その他 10,271 8,721

有形固定資産合計 1,345,671 1,361,017

無形固定資産 9,287 8,951

投資その他の資産

投資有価証券 259,825 333,803

破産更生債権等 54,704 42,564

その他 403,913 414,523

貸倒引当金 △117,998 △114,159

投資その他の資産合計 600,445 676,732

固定資産合計 1,955,403 2,046,701

資産合計 6,733,040 6,823,866

負債の部

流動負債

支払手形 629,686 540,092

工事未払金 552,241 788,572

1年内返済予定の長期借入金 124,763 75,716

未払法人税等 76,894 60,382

未成工事受入金 55,652 153,297

賞与引当金 31,436 69,919

役員賞与引当金 26,500 18,562

工事損失引当金 16,653 740

その他 256,881 230,990

流動負債合計 1,770,708 1,938,273
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年１月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年10月31日)

固定負債

長期借入金 52,832 3,820

退職給付引当金 142,157 148,086

役員退職慰労引当金 94,374 101,414

資産除去債務 3,980 4,040

固定負債合計 293,344 257,361

負債合計 2,064,053 2,195,634

純資産の部

株主資本

資本金 456,300 456,300

資本剰余金 340,700 340,700

利益剰余金 3,903,765 4,004,173

自己株式 △48,523 △176,413

株主資本合計 4,652,241 4,624,759

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,745 3,472

評価・換算差額等合計 16,745 3,472

純資産合計 4,668,986 4,628,232

負債純資産合計 6,733,040 6,823,866

EDINET提出書類

太洋基礎工業株式会社(E00287)

四半期報告書

10/17



(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年２月１日
　至 平成23年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年２月１日
　至 平成24年10月31日)

完成工事高 6,601,345 6,536,868

兼業事業売上高 1,040 4,528

売上高合計 6,602,386 6,541,397

完成工事原価 5,786,740 5,810,294

兼業事業売上原価 966 3,663

売上原価合計 5,787,707 5,813,958

完成工事総利益 814,605 726,574

兼業事業総利益 73 865

売上総利益合計 814,678 727,439

販売費及び一般管理費 486,908 474,079

営業利益 327,769 253,359

営業外収益

受取利息 181 102

受取賃貸料 9,821 32,944

物品売却益 434 1,076

その他 22,889 22,165

営業外収益合計 33,327 56,289

営業外費用

支払利息 2,283 938

賃貸費用 10,321 26,854

その他 1,714 2,344

営業外費用合計 14,320 30,137

経常利益 346,776 279,511

特別利益

投資有価証券売却益 138 －

固定資産売却益 869 3,381

貸倒引当金戻入額 7,446 －

特別利益合計 8,453 3,381

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,998 －

減損損失 － 1,443

固定資産除却損 25 305

投資有価証券評価損 40,555 －

特別損失合計 43,579 1,749

税引前四半期純利益 311,651 281,143

法人税、住民税及び事業税 196,300 145,700

法人税等調整額 △42,175 △14,217

法人税等合計 154,124 131,482

四半期純利益 157,526 149,660
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【追加情報】

　
当第３四半期累計期間

(自  平成24年２月１日  至  平成24年10月31日)

　第１四半期会計期間の期首以後に行なわれる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

　

前第３四半期累計期間
(自　平成23年２月１日 
  至　平成23年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年10月31日)

　１当社の完成工事高は、通常の営業形態として、契約に

より工事の完成引渡しが、第４四半期会計期間に集

中しているため、第１四半期会計期間から第３四半

期会計期間における完成工事高に比べ第４四半期会

計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節

的変動がありますが、工事進行基準に基づく売上高

が工事の進捗度に応じて分散される割合が高まるた

め、季節的変動は軽減される傾向にあります。

 

　１

同左

 
 
 
 
 
 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期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、次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
(自　平成23年２月１日 
  至　平成23年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年10月31日)

　
減価償却費 116,037千円

　
減価償却費 129,969千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自  平成23年２月１日  至  平成23年10月31日)

１．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

平成23年４月26日
定時株主総会

普通株式 49,265 12.50平成23年１月31日 平成23年４月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年10月31日)

１．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

平成24年４月26日
定時株主総会

普通株式 49,252 12.50平成24年１月31日 平成24年４月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成24年10月22日付の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。

これにより、当第３四半期累計期間において自己株式が１億27百万円増加し、当第３四半期会計期間末

において１億76百万円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期累計期間(自  平成23年２月１日  至  平成23年10月31日)

１．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

　 　 (単位：千円)

　
報告セグメント

合計
特殊土木工事等事業 住宅関連工事事業 機械製造販売等事業

売上高 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 3,242,119 3,359,226 1,040 6,602,386

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ―

計 3,242,119 3,359,226 1,040 6,602,386

セグメント利益 187,018 140,696 55 327,769

(注)　セグメント利益は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

　

Ⅱ  当第３四半期累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年10月31日)

１．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

　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

合計
特殊土木工事等事業 住宅関連工事事業 機械製造販売等事業

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,306,822 3,230,046 4,528 6,541,397

  セグメント間の内部売上高
　又は振替高

― ― ― ―

計 3,306,822 3,230,046 4,528 6,541,397

セグメント利益 48,209 204,583 566 253,359

(注)  セグメント利益は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成23年２月１日
至  平成23年10月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成24年２月１日
至  平成24年10月31日)

１株当たり四半期純利益金額 39円98銭 38円08銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(千円) 157,526 149,660

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 157,526 149,660

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,940 3,929

　(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おりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

　

　

　

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年12月13日

太洋基礎工業株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    宮　　本　　正　　司    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中　　村　　哲　　也    印

　
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」に掲げられている太洋
基礎工業株式会社の平成24年２月１日から平成25年１月31日までの第46期事業年度の第３四半期会計期間

（平成24年８月１日から平成24年10月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年２月１日から平成24年
10月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
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財務諸表の作成基準に準拠して四半
期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
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。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。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。 
四半期レビューにおいては、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して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。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。 
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。 

　
監査人の結論
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財務諸表の作成基準に準拠して、太洋基礎工業株式会社の平成24年10月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第３四半期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
すべての重要な点において認められなかった。 

　
利害関係
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)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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