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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11期

第１四半期
連結累計期間

第12期
第１四半期
連結累計期間

第11期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 5,474,696 5,647,301 22,027,809

経常利益 （千円） 358,101 307,470 1,447,582

四半期（当期）純利益 （千円） 327,942 265,683 928,448

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 536,431 466,661 1,031,308

純資産額 （千円） 12,902,650 13,501,331 13,175,548

総資産額 （千円） 29,393,900 31,589,192 31,665,755

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 4.82 3.90 13.64

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 （％） 43.9 42.7 41.6

　（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。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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、主要な関係会社における異動もありません。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(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経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動や海外景気の下

振れ要因が懸念されたものの、政府の各種経済対策の効果が発現するなか、個人消費などに一部弱さが残るものの

持ち直しの動きが見られ、企業収益や雇用情勢は改善するなど、引き続き景気は緩やかな回復基調で推移しまし

た。

当社グループの主力である道路橋・鉄道橋などの橋梁事業につきましては、震災復興工事を含む公共事業関係費

の堅調な推移などに伴い総発注量が前年同期比で増加したものの、受注競争は未だ激しく、現場労務費や資材価格

の上昇基調が続くなど厳しい事業環境となりました。

このような環境下、当社グループは、グループの有する設計・計画・製作・架設力などの総合エンジニアリング

力を最大限活かし、道路橋などの公共事業、鉄道橋・鉄構などの民間事業、保全・補修事業、合成床版などのＦＲ

Ｐ事業などに注力し、受注、売上、利益を安定的に確保するための施策を継続的に推進しております。

当第１四半期連結累計期間の受注高につきましては、技術提案力の強化、積算精度の向上、情報収集の強化など

受注強化策を推進し積極的な営業活動に努めた結果、55億35百万円（前年同四半期比47.2％増）となりました。

売上高につきましては、手持ち工事の生産・施工が順調に推移したことから、56億47百万円（同3.2％増）とな

りました。

損益につきましては、引き続き経営全般にわたるコスト削減に注力したものの、工事損失引当金を計上したこと

などにより、営業利益は２億86百万円（同17.3％減）、経常利益は３億７百万円（同14.1％減）、四半期純利益は

２億65百万円（同19.0％減）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。

（橋梁事業）

受注高につきましては、技術提案力の強化など積極的な営業活動に努めた結果、44億90百万円（同146.2％増）

となりました。

売上高につきましては、手持ち工事の進捗により、29億19百万円（同8.3％増）となりました。

損益につきましては、生産の効率化、全社挙げての経費削減などに取り組んだものの、工事採算性の悪化によ

り、営業損失は１億23百万円（前年同四半期は１億77百万円の利益）となりました。

（建設事業）

受注高につきましては、積極的な営業活動に努めたものの受注環境の厳しさに加え、発注時期のズレ等により10

億37百万円（前年同四半期比46.3％減）となりました。

売上高につきましては、手持ち工事の進捗により、27億３百万円（同4.6％減）となりました。

損益につきましては、工事採算性の向上などにより、営業利益は４億７百万円（同115.4％増）となりました。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、15百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(4）生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、橋梁事業の受注実績が著しく増加しました。これは、総発注量が増加する

なかで積極的な営業活動に努めた結果であります。また、建設事業の受注実績が著しく減少しました。これは、受

注環境の厳しさに加え、発注時期のズレ等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 276,778,000

計 276,778,000

 

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26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月８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 69,194,543 69,194,543
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数
1,000株

計 69,194,543 69,194,543 － －

 

（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

（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26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 69,194 － 3,000,000 － 2,597,947

 

（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26年３月31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26年６月30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 1,112,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 67,812,000 67,812 －

単元未満株式 普通株式 270,543 － －

発行済株式総数 69,194,543 － －

総株主の議決権 － 67,812 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」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が２個含まれております。

②【自己株式等】

平成26年６月30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

（％）

宮地エンジニアリンググ

ループ㈱

東京都中央区日本橋

富沢町９番19号
1,112,000 － 1,112,000 1.61

計 － 1,112,000 － 1,112,000 1.61

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

宮地エンジニアリンググループ株式会社(E01461)

四半期報告書

 5/15



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）に準拠して作成し、「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26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東陽監査法人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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,983,898 6,617,250

受取手形・完成工事未収入金 10,244,768 8,826,424

未成工事支出金 119,617 125,431

その他 454,856 921,382

流動資産合計 16,803,141 16,490,489

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,073,050 8,082,173

その他（純額） 2,335,346 2,288,568

有形固定資産合計 10,408,396 10,370,742

無形固定資産 104,799 94,711

投資その他の資産   

投資有価証券 4,110,701 4,394,985

その他 313,255 312,804

貸倒引当金 △74,540 △74,540

投資その他の資産合計 4,349,417 4,633,249

固定資産合計 14,862,613 15,098,703

資産合計 31,665,755 31,589,192

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 5,059,291 5,300,899

短期借入金 6,170,000 5,200,000

未払法人税等 89,206 45,678

未成工事受入金 1,003,142 957,814

工事損失引当金 395,600 464,800

その他の引当金 260,515 167,389

その他 387,671 748,659

流動負債合計 13,365,428 12,885,241

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 2,106,395 2,106,395

引当金 39,918 43,280

退職給付に係る負債 1,845,489 1,834,019

その他 1,132,973 1,218,923

固定負債合計 5,124,777 5,202,620

負債合計 18,490,206 18,087,861
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 3,746,225 3,746,225

利益剰余金 2,904,440 3,029,244

自己株式 △225,095 △225,095

株主資本合計 9,425,571 9,550,375

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 928,788 1,112,131

土地再評価差額金 3,235,858 3,235,858

退職給付に係る調整累計額 △414,669 △397,034

その他の包括利益累計額合計 3,749,977 3,950,955

純資産合計 13,175,548 13,501,331

負債純資産合計 31,665,755 31,589,192
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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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

完成工事高 5,474,696 5,647,301

完成工事原価 4,740,802 4,968,502

完成工事総利益 733,894 678,799

販売費及び一般管理費 387,069 391,883

営業利益 346,825 286,916

営業外収益   

受取利息 338 600

受取配当金 28,576 34,503

その他 19,425 23,409

営業外収益合計 48,340 58,513

営業外費用   

支払利息 17,703 15,276

異常操業損失 15,548 16,650

その他 3,812 6,032

営業外費用合計 37,064 37,959

経常利益 358,101 307,470

特別損失   

固定資産除却損 5,456 －

投資有価証券評価損 － 80

業務提携関連費用 － 850

特別損失合計 5,456 930

税金等調整前四半期純利益 352,645 306,539

法人税、住民税及び事業税 24,525 41,733

法人税等調整額 177 △878

法人税等合計 24,703 40,855

少数株主損益調整前四半期純利益 327,942 265,683

四半期純利益 327,942 265,683
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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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 327,942 265,683

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 208,488 183,342

退職給付に係る調整額 － 17,635

その他の包括利益合計 208,488 200,977

四半期包括利益 536,431 466,661

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 536,431 466,661
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（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項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結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、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準または給付算定式基準を継続し、割引率の決定方法を割引率決定の基礎

となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払

見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

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、当第１四

半期連結会計期間の期首において、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利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が4,715千円増加し、利益剰余金が4,715千

円減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

及ぼす影響は軽微であります。

（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（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１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 81,445千円 78,521千円

 

（株主資本等に関する注記）

当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30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26年６月27日

定時株主総会
普通株式 136,163 2 平成26年３月31日 平成26年６月30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25年４月１日　至平成25年６月30日）

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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ 橋梁事業 建設事業

売上高       

外部顧客への売上高 2,695,663 2,834,558 11,875 5,542,097 △67,401 5,474,696

セグメント間の内部
売上高又は振替高

319,505 173,414 304,222 797,142 △797,142 －

計 3,015,168 3,007,973 316,097 6,339,240 △864,543 5,474,696

セグメント利益 177,054 189,194 6,321 372,570 △25,744 346,825

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない当社（純粋持株会社）及び重要性が乏しい子

会社であります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1）売上高の調整額は、工事進行基準売上高の調整額及びセグメント間取引消去であります。

(2）セグメント利益の調整額は、工事進行基準利益の調整額△28,909千円、セグメント間取引消去

35,912千円及び全社費用△32,747千円であります。なお、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を行っております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

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
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ 橋梁事業 建設事業

売上高       

外部顧客への売上高 2,919,560 2,703,193 7,483 5,630,238 17,063 5,647,301

セグメント間の内部
売上高又は振替高

135,981 119,067 584,401 839,450 △839,450 －

計 3,055,542 2,822,261 591,884 6,469,688 △822,387 5,647,301

セグメント利益又は損

失（△）
△123,536 407,598 321,448 605,510 △318,594 286,916

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない当社（純粋持株会社）及び重要性が乏しい子

会社であります。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1）売上高の調整額は、工事進行基準売上高の調整額及びセグメント間取引消去であります。

(2）セグメント利益又は損失（△）の調整額は、工事進行基準利益の調整額△3,439千円、セグメ

ント間取引消去△278,322千円及び全社費用△36,831千円であります。なお、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を行っております。
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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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4円82銭 3円90銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 327,942 265,683

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） 327,942 265,683

普通株式の期中平均株式数（千株） 68,089 68,081

（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８月８日

宮地エンジニアリンググループ株式会社

取締役会　御中

 

東陽監査法人
 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 本橋　隆夫　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 南泉　充秀　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 臼田賢太郎　　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」に掲げられている宮地エンジニア

リンググループ株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成

26年４月１日から平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30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、宮地エンジニアリンググループ株式会社及び連結子会社の平成26年６

月30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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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