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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55期

第１四半期連結
累計期間

第56期
第１四半期連結

累計期間
第55期

会計期間

自平成24年
10月１日

至平成24年
12月31日

自平成25年
10月１日

至平成25年
12月31日

自平成24年
10月１日

至平成25年
９月30日

売上高（千円） 1,488,377 1,842,148 6,753,337

経常利益又は経常損失（△）（千円） △40,130 6,494 13,713

四半期（当期）純利益又は四半期純損

失（△）（千円）
△24,988 2,580 52,100

四半期包括利益又は包括利益（千円） △10,524 9,261 119,547

純資産額（千円） 5,871,572 5,972,854 6,001,573

総資産額（千円） 9,850,338 10,152,433 9,764,909

１株当たり四半期（当期）純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）（円）
△3.29 0.34 6.86

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（％） 59.6 58.8 61.5

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

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．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、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

　　　　　　せん。

　　　　　

　

２【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（コーアツ工業株式会社）、子会社２社により構成されてお

り、建設事業、コンクリート製品事業、不動産事業を主たる業務としております。

当第１四半期連結累計期間における、各セグメントに係る主な事業内容の変更は、概ね次のとおりでありま

す。　

<建設事業>

主な事業内容の変更はありません。

<コンクリート製品事業>

主な事業内容の変更はありません。

<不動産事業>

主な事業内容の変更はありません。

<その他>

主な事業内容の変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

　  

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、安倍政権の経済政策や政府・日本銀行による経済・金融政

策を背景に、円安や株式市場の回復などにより、大企業を中心に企業収益の改善や個人消費の持ち直しが見られる

など緩やかな景気回復基調で推移しました。

　建設業界におきましては、東日本大震災の復興関連事業や耐震補強事業等の公共工事関連予算の増額が見込まれ

ており公共工事は増加しておりますが、受注物件の獲得競争や労務費・材料費の高騰等が影響しており厳しい受注

環境が続いております。

　このような中、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は当期経営基本方針として「発注量の多い地

域への重点的な営業活動と技術提案力・企業評点向上による受注獲得と、原価低減による収益力アップを図る。」

を掲げ、鋭意努力してまいりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、18億42百万円と前年同四

半期に比し３億53百万円（23.8％増）増加となりました。売上高の増加、工事原価の圧縮により経常利益は６百万

円（前年同四半期は経常損失40百万円）、四半期純利益は２百万円（前年同四半期は四半期純損失24百万円）とな

りました。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。　　　

ａ.建設事業　

　当第１四半期連結累計期間における建設事業の完成工事高は、14億33百万円（前年同四半期比21.4%増）とな

りました。主な完成工事は、国土交通省　鹿児島３号都ICランプ橋上部工工事１億１百万円(うち当連結累計期

間完成工事高19百万円)、佐賀県　道整交金第0120026-003号伊万里山内線道路整備交付金工事（橋梁補修工）

87百万円(うち当連結累計期間完成工事高15百万円)等であります。完成工事高の増加により営業利益は54百万

円（前年同四半期比46.8%増）となりました。　　 

ｂ.コンクリート製品事業

　当第１四半期連結累計期間におけるコンクリート製品事業の売上高は、３億70百万円（前年同四半期比39.2%

増）となりました。自社製品売上高の増加に伴う売上原価率の低減により営業利益は21百万円（前年同四半期

は営業損失１百万円）となりました。

c.不動産事業

　当第１四半期連結累計期間における不動産事業の売上高は、20百万円（前年同四半期比11.1%減）となりまし

た。売上高の減少により営業利益は５百万円（前年同四半期比30.2%減）となりました。

　

（２）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は101億52百万円で、前連結会計年度末に比し３億87百万円増加し

ました。主な要因は現金預金が１億74百万円、受取手形・完成工事未収入金等が１億26百万円増加したことによる

ものであります。

　負債は41億79百万円で、前連結会計年度末に比し４億16百万円増加しました。主な要因は短期借入金が１億10百

万円減少した一方、支払手形・工事未払金等が２億41百万円、長期借入金が２億21百万円増加したことによるもの

であります。　

　純資産は59億72百万円で、前連結会計年度末に比し28百万円減少しました。主な要因は利益剰余金の減少額35百

万円によるものであります。 
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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 30,400,000

計 30,400,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年２月14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 7,600,000 7,600,000

東京証券取引所

（市場第二部）

福岡証券取引所

単元株式数　

1,000株　

計 7,600,000 7,600,000 － －

（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。　

 

（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

（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）

平成25年10月１日～

平成25年12月31日
－ 7,600,000 － 1,319,000 － 1,278,500

（６）【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、記載事項はありません。
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（７）【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（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。　

①【発行済株式】

 平成25年12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） 普通株式　　 　10,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　7,576,000 7,576 －

単元未満株式 普通株式　　 　14,000 － －

発行済株式総数 7,600,000 － －

総株主の議決権 － 7,576 －

　（注）１．「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2,000株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式499株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成25年12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（％）

コーアツ工業株式

会社

鹿児島市伊敷

５丁目17-5
10,000 － 10,000 0.13

計 － 10,000 － 10,000 0.13
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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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１四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。　
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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
(平成25年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 418,228 593,063

受取手形・完成工事未収入金等 1,621,974 1,748,010

販売用不動産 119,225 119,225

未成工事支出金 162,874 260,362

商品及び製品 168,183 162,693

仕掛品 4,666 4,233

材料貯蔵品 36,438 31,229

その他 165,588 178,271

貸倒引当金 △6,808 △7,201

流動資産合計 2,690,370 3,089,888

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,204,408 1,190,735

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 233,265 222,885

土地 4,261,315 4,261,315

建設仮勘定 22,924 30,929

有形固定資産合計 5,721,914 5,705,865

無形固定資産 35,212 33,524

投資その他の資産

投資有価証券 1,045,633 1,055,975

その他 568,630 563,995

貸倒引当金 △296,851 △296,817

投資その他の資産合計 1,317,411 1,323,154

固定資産合計 7,074,538 7,062,544

資産合計 9,764,909 10,152,433
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 1,440,915 1,682,459

短期借入金 722,384 612,384

未払法人税等 22,021 8,074

未成工事受入金 358,248 439,803

完成工事補償引当金 5,000 3,700

工事損失引当金 27,568 3,305

賞与引当金 9,790 －

その他 205,741 234,323

流動負債合計 2,791,670 2,984,049

固定負債

長期借入金 885,517 1,107,421

その他 86,148 88,107

固定負債合計 971,665 1,195,528

負債合計 3,763,336 4,179,578

純資産の部

株主資本

資本金 1,319,000 1,319,000

資本剰余金 1,278,500 1,278,500

利益剰余金 3,329,975 3,294,608

自己株式 △3,320 △3,353

株主資本合計 5,924,154 5,888,755

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 77,418 84,099

その他の包括利益累計額合計 77,418 84,099

純資産合計 6,001,573 5,972,854

負債純資産合計 9,764,909 10,152,433
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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　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 1,488,377 1,842,148

売上原価 1,344,755 1,657,550

売上総利益 143,621 184,598

販売費及び一般管理費 185,630 180,084

営業利益又は営業損失（△） △42,008 4,514

営業外収益

受取利息 27 22

受取配当金 2,042 2,245

受取賃貸料 2,453 1,942

作業屑売却収入 200 2,089

その他 6,029 3,079

営業外収益合計 10,752 9,380

営業外費用

支払利息 6,434 5,775

支払保証料 1,044 1,599

その他 1,395 24

営業外費用合計 8,874 7,399

経常利益又は経常損失（△） △40,130 6,494

特別利益

固定資産売却益 18,645 599

特別利益合計 18,645 599

特別損失

固定資産除却損 218 －

特別損失合計 218 －

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（△）

△21,703 7,094

法人税、住民税及び事業税 4,901 6,176

法人税等調整額 △1,616 △1,661

法人税等合計 3,285 4,514

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24,988 2,580

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,988 2,580
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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　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△24,988 2,580

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,463 6,681

その他の包括利益合計 14,463 6,681

四半期包括利益 △10,524 9,261

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,524 9,261

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

売上高の季節的変動

前第１四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日）　

　当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第２四半期連

結会計期間に集中しているため、第２四半期連結会計期間に多く計上される季節的変動要因がありますが、工事

進行基準適用工事の増加に伴い、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して計上される割合

が高まっているため、季節的変動は軽減される傾向にあります。

　

　

（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おりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年10月１日
至  平成25年12月31日）

減価償却費 48,427千円 42,062千円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31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 　

平成24年12月21日

定時株主総会
普通株式 37,949 5.0

平成24年

９月30日

平成24年

12月25日

利益剰余

金　
　

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31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 　

平成25年12月20日

定時株主総会
普通株式 37,947 5.0

平成25

年　９月

30 日

平成25年

12月24日

利益剰余

金　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成24年10月１日 至平成24年12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 　

調整額
（注）２

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３　

建設事業
コンクリー
ト製品事業

不動産事
業　

計

その他
（注）１

　

売上高   　     

外部顧客への売上

高
1,180,566 266,171 23,452 1,470,191 18,186 － 1,488,377

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

－ 39,644 327 39,972 998 △40,971 －

計 1,180,566 305,816 23,780 1,510,163 19,184 △40,971 1,488,377

セグメント利益又は

損失（△）
37,140 △1,250 7,540 43,430 2,419 △87,858 △42,008

（注）1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品事業等を含んでおりま

す。

2.セグメント利益調整額△87,858千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれておりま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。　
　

２．報告セグメントの変更等に関する事項　

　該当事項はありません。　 

　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。　 

  

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成25年10月１日 至平成25年12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 　

調整額
（注）２

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３　

建設事業
コンクリー
ト製品事業

不動産事
業　

計

その他
（注）１

　

売上高   　     

外部顧客への売上

高
1,433,632 370,405 20,842 1,824,881 17,267 － 1,842,148

セグメント間の内
部売上高又は振替
高

－ 71,407 207 71,615 972 △72,587 －

計 1,433,632 441,813 21,050 1,896,496 18,240 △72,587 1,842,148

セグメント利益 54,539 21,310 5,263 81,113 3,536 △80,135 4,514

　

（注）1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品事業等を含んでおりま

す。

2.セグメント利益調整額△80,135千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれておりま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。　
　

２．報告セグメントの変更等に関する事項　

　該当事項はありません。　 

　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。　 
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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、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31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（△）
△3円29銭 0円34銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△24,988 2,580

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又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△24,988 2,580

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,589 7,589

　（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26年２月14日

コーアツ工業株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内 髙司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西元　浩文 　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」に掲げられているコーアツ工業株

式会社の平成25年10月１日から平成26年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年10月１日から

平成25年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31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。

　

四半期連結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。

　

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連結財務諸表に対する

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、コーアツ工業株式会社及び連結子会社の平成25年12月31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。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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