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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65期

第２四半期連結
累計期間

第66期
第２四半期連結

累計期間
第65期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　９月30日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

売上高 （百万円） 55,500 57,458 126,416

経常利益 （百万円） 301 1,463 2,536

四半期（当期）純利益 （百万円） 239 1,311 1,864

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 336 1,474 2,027

純資産額 （百万円） 20,231 27,854 24,646

総資産額 （百万円） 81,360 89,413 96,535

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 3.78 17.51 27.92

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 （％） 24.7 30.9 25.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 3,629 △2,839 4,005

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △150 △387 △400

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △89 △349 2,406

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 15,943 15,017 18,558

 

回次
第65期

第２四半期連結
会計期間

第66期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　７月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　７月１日
至平成26年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 3.49 12.78

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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い

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

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いな

い。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はない。また、主要な関係会社における異動もない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四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ない。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四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ない。

 

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

判断したものである。

（1）業績の状況

　当第２四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もあり、一部に

企業収益の改善に足踏みがみられるものの、政府による各種政策の効果により、雇用情勢の改善が続き、景気は緩

やかな回復基調が続いている。

　当社グループの主要事業である建設業においては、公共投資は関連予算の執行、非住宅投資は、企業収益の改善

により堅調に推移しているが、住宅投資については、駆け込み需要の反動の影響を受けて、緩やかに減少してい

る。また、建設資材の動向や建設労働者の需給状況には引き続き注視が必要だが、品確法・入契法・建設業法の改

正による建設工事の適正な施工とその担い手の育成・確保を実現する労働環境の改善への取組が具現化するにつれ

安定的な経営環境の回復が期待される。

　このような情勢下において、当社グループは引き続き採算性を重視した選別受注、原価の圧縮及び徹底した経費

節減に取り組んだ結果、連結受注高においては87,080百万円（前年同期比3.7％増）となった。うち、当社受注工

事高においては、土木工事で36,726百万円（前年同期比81.3％増）、建築工事で30,696百万円（前年同期比17.8％

減）、合計67,423百万円（前年同期比17.0％増）となった。なお、官民別比率は、官公庁工事60.4％、民間工事

39.6％である。

　また、連結売上高においては57,458百万円（前年同期比3.5％増）となった。うち、当社完成工事高において

は、土木工事で18,409百万円（前年同期比16.5％増）、建築工事で21,083百万円（前年同期比2.9％増）、合計

39,492百万円（前年同期比8.8％増）となった。なお、官民別比率は、官公庁工事58.1％、民間工事41.9％であ

る。

　利益面においては、原価の低減と経費の節減を推し進めた結果、連結で経常利益1,463百万円（前年同期比

385.6％増）となり、四半期純利益1,311百万円（前年同期比447.0％増）という結果になった。うち、当社の経常

利益で742百万円（前年同期は経常損失18百万円）、四半期純利益で705百万円（前年同期は四半期純損失65百万

円)という結果になった。

　セグメント別の業績は次のとおりである。

　土木事業においては、売上高は27,128百万円（前年同期比8.9％増）、営業利益1,017百万円（前年同期比

136.6％増）となった。

　建築事業においては、売上高は29,194百万円（前年同期比1.2％減)、営業利益486百万円（前年同期は営業損失

39百万円）となった。

　その他の事業においては、売上高は1,136百万円（前年同期比9.1％増)、営業損失116百万円（前年同期は営業損

失140百万円)となった。

　当社グループの土木事業及び建築事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集

中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連

結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る。
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（2）財政状態に関する情報

　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現金預金3,537百万円、受取手形・完成工

事未収入金等が7,493百万円減少したが、未成工事支出金等が1,186百万円増加したこと等により、資産合計は

7,121百万円減少した89,413百万円となった。

　負債の部は、前連結会計年度末に比べ支払手形・工事未払金等が8,620百万円、退職給付に係る負債が1,746百万

円減少したこと等により、負債合計は10,330百万円減少した61,559百万円となった。

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べ3,208百万円増加した27,854百万円となり、自己資本比率は30.9％と

なった。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

　　当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により2,839百万円、投資活動により387

百万円、財務活動により349百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べて3,540百万

円減少となり、当第２四半期連結会計期間末残高は15,017百万円となった。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は2,839百万円（前年同期は3,629百万円の獲得）となった。これは主に、売上債権

の減少7,464百万円等による資金の増加、仕入債務の減少8,636百万円、棚卸資産の増加1,186百万円等による資金

の減少によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は387百万円（前年同期比157.6％増）となった。これは主に、投資有価証券の取得

による支出325百万円等によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は349百万円（前年同期比290.8％増）となった。これは主に、短期借入金の減少

149百万円、配当金の支払額150百万円等によるものである。

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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、重要な変更はない。

 

（5）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発費は16百万円であった。また、当第２四半期連結累計期間におい

て、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

 

（6）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　震災復興事業、国土強靭化事業、リニア新幹線建設他、建設需要は増大しており、国内土木事業を収益の柱とし

て取り組んでいく。また、国内建築事業、海外事業については、確実に収益を上げることを目標とし、中長期の展

望に立ち、基礎体力を養い収益獲得力をつけたいと考えている。

　現在のところ公共工事は、震災復興関連やインフラ老朽化対策事業等により継続的に発注されると思われるが、

どの程度の規模で推移していくか慎重に見極めるとともに確実な収益獲得につなげて行きたい。

 

（7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

 当社グループの財務戦略については、建設事業が主力事業であることから、工事代金及び短期借入金を主体に資

金を調達している。平成26年５月９日に開示した当社の「中期経営計画(2014～2016年度)」に基づき、資金調達手

段の多様化、工事代金の回収期間の短縮及びキャッシュ・フローの範囲内での有利子負債の圧縮により「財務体質

の更なる強化」を図る方針である。
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（8）経営者の問題意識と今後の方針について

　当社グループを取り巻く経営環境は、近年の建設需要拡大による技能労働者不足や資材の高騰に注視していく必

要があるが、品確法の改正、最新単価を反映した予定価格の設定や入札・契約手続きの簡素化など円滑な施工に向

けた施策が進められており、発注は従来よりも円滑化されている。

　当社グループは、これらの状況を踏まえて、「企業体質を改善し、収益重視を徹底することで、持続的成長を確

実なものとする」を経営の柱とし、必要以上に規模の拡大を追わず、保有経営資源に見合った事業量を確保しつ

つ、継続的に利益を生み出す企業を引き続き目指すため、次のとおり具体的な取り組みを行う。

①国内土木部門を収益の柱と位置付け、継続する震災復興事業、新たな首都圏インフラ整備事業、国土強靭化事業

　への適切な取り組みをグループを挙げて実施する。

②国内建築部門、海外部門は、中長期的な視点に立ち、将来の業容拡大に向けた収益基盤を再構築することに注力

　する。

③管理部門は、グループを取り巻く様々なリスクに対応する体制を構築し、リスク管理の徹底を図る。
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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 160,000,000

計 160,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11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 75,670,143 75,670,143
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 75,670,143 75,670,143 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はない。

 

（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】

該当事項はない。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

 

（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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 75,670 － 6,321 － 4,831
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 7,217 9.54

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信

託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 3,375 4.46

CBLDN　RE　FUND　116

MINISTRIES　COMPLEX，　BLOCK　３，　

２ND　FLOOR，　PO　BOX　64，　13001　

SAFAT　－　KUWAIT

3,328 4.40

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 東京都渋谷区恵比寿１丁目28－１ 3,105 4.10

第一生命保険㈱ 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 2,055 2.72

日本証券金融㈱ 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 1,651 2.18

大豊建設自社株投資会 東京都中央区新川１丁目24－４ 1,562 2.06

住友不動産㈱ 東京都新宿区西新宿２丁目４－１ 1,324 1.75

BNP　PARIBAS　SECURITIES　

SERVICES　

LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG　

FUNDS

33　RUE　DE　GASPERICH，　L-5826　

HOWALD－HESPERANGE，　LUXEMBOURG
1,280 1.69

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口４）
東京都中央区晴海１丁目８－11 1,119 1.48

計 － 26,018 34.38

　（注）１．自社で所有する株式数は811千株であり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.07％である。

２．当四半期会計期間末現在における、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）、日本マスタートラ

スト信託銀行㈱（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４）の信託業務に係る株式数に

ついては、当社として把握することができないため記載していない。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年９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）
（自己保有株式）

普通株式    811,000
─ ─

完全議決権株式（その他） 普通株式 74,125,000 74,125 ─

単元未満株式 普通株式    734,143 ─ ─

発行済株式総数 　　　　　75,670,143 ─ ─

総株主の議決権 ─ 74,125 ─

　（注）　単元未満株式の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれている。
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②【自己株式等】

平成26年９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（％）

大豊建設株式会社
東京都中央区新川

一丁目24番４号
811,000 － 811,000 1.07

計 ─ 811,000 － 811,000 1.07

 

２【役員の状況】

　該当事項はない。
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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）に準じて記載している。

 

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２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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いる。
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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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 18,623 15,085

受取手形・完成工事未収入金等 55,675 48,182

未成工事支出金等 ※１ 2,852 ※１ 4,039

短期貸付金 30 22

繰延税金資産 10 51

その他 4,352 6,587

貸倒引当金 △271 △249

流動資産合計 81,274 73,720

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 5,092 5,057

機械、運搬具及び工具器具備品 8,670 8,773

土地 6,981 6,985

リース資産 153 154

建設仮勘定 0 -

減価償却累計額 △11,383 △11,453

有形固定資産合計 9,514 9,517

無形固定資産 134 130

投資その他の資産   

投資有価証券 4,380 4,868

長期貸付金 381 365

破産更生債権等 26 15

繰延税金資産 109 110

その他 1,816 1,826

貸倒引当金 △1,102 △1,140

投資その他の資産合計 5,612 6,045

固定資産合計 15,261 15,693

資産合計 96,535 89,413
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 41,107 32,486

短期借入金 5,049 4,900

未払法人税等 381 314

未成工事受入金 7,487 8,067

預り金 4,861 5,974

完成工事補償引当金 251 280

賞与引当金 243 235

工事損失引当金 449 325

その他 1,579 426

流動負債合計 61,409 53,009

固定負債   

繰延税金負債 624 702

訴訟損失引当金 211 59

退職給付に係る負債 8,020 6,273

その他 1,622 1,513

固定負債合計 10,479 8,549

負債合計 71,889 61,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,321 6,321

資本剰余金 5,246 5,246

利益剰余金 12,575 15,626

自己株式 △141 △146

株主資本合計 24,001 27,048

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 950 1,088

繰延ヘッジ損益 20 48

為替換算調整勘定 △31 △23

退職給付に係る調整累計額 △576 △532

その他の包括利益累計額合計 362 579

少数株主持分 282 226

純資産合計 24,646 27,854

負債純資産合計 96,535 89,413
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 55,500 57,458

売上原価 53,207 53,957

売上総利益 2,292 3,501

販売費及び一般管理費 ※１ 2,035 ※１ 2,108

営業利益 256 1,393

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 26 26

為替差益 65 70

その他 74 66

営業外収益合計 169 169

営業外費用   

支払利息 83 40

支払保証料 33 31

その他 7 27

営業外費用合計 125 99

経常利益 301 1,463

特別利益   

固定資産売却益 ※２ 3 ※２ 19

訴訟損失引当金戻入額 - 123

その他 - 4

特別利益合計 3 146

特別損失   

固定資産除売却損 ※３ 6 ※３ 0

訴訟関連損失 14 73

その他 9 0

特別損失合計 31 73

税金等調整前四半期純利益 273 1,537

法人税、住民税及び事業税 110 318

法人税等調整額 △11 △39

法人税等合計 99 279

少数株主損益調整前四半期純利益 174 1,257

少数株主損失（△） △65 △53

四半期純利益 239 1,311
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 174 1,257

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 192 137

繰延ヘッジ損益 △28 27

為替換算調整勘定 △2 7

退職給付に係る調整額 - 43

その他の包括利益合計 161 217

四半期包括利益 336 1,474

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 401 1,528

少数株主に係る四半期包括利益 △65 △53
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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25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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 273 1,537

減価償却費 171 176

減損損失 4 －

訴訟関連損失 14 73

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57 16

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 30 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 186

工事損失引当金の増減額（△は減少） 51 △124

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △8 △97

固定資産除売却損益（△は益） 2 △19

受取利息及び受取配当金 △29 △32

支払利息 83 40

為替差損益（△は益） △14 △59

投資有価証券評価損益（△は益） 5 －

売上債権の増減額（△は増加） 13,923 7,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △207 △1,186

仕入債務の増減額（△は減少） △9,211 △8,636

未成工事受入金の増減額（△は減少） 639 576

その他の資産の増減額（△は増加） △1,423 △2,160

その他の負債の増減額（△は減少） △390 △179

その他の損益（△は益） △34 △30

小計 3,912 △2,434

利息及び配当金の受取額 29 32

利息の支払額 △83 △26

法人税等の支払額 △156 △355

訴訟関連損失の支払額 △72 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,629 △2,839

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 △47 △66

定期預金の払戻による収入 47 66

有形固定資産の取得による支出 △135 △182

有形固定資産の売却による収入 32 53

無形固定資産の取得による支出 △8 △10

投資有価証券の取得による支出 △103 △325

投資有価証券の売却による収入 52 55

短期貸付金の純増減額（△は増加） 0 3

長期貸付けによる支出 △3 △1

長期貸付金の回収による収入 14 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △150 △387
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

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） － △149

自己株式の取得による支出 △1 △5

自己株式の処分による収入 0 －

配当金の支払額 △64 △150

少数株主への配当金の支払額 △0 △1

リース債務の返済による支出 △22 △21

その他 － △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △89 △349

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,387 △3,540

現金及び現金同等物の期首残高 12,555 18,558

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 15,943 ※ 15,017
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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）

　　　　該当事項はない。

 

 

（会計方針の変更等）

（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

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

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする

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へ変更している。

　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２四半期

連結累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い

る。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が1,890百万円減少し、利益剰余金が1,890百万

円増加している。また、当第２四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はそれぞれ

24百万円減少している。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　該当事項はない。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　未成工事支出金等の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

未成工事支出金 2,772百万円 3,957百万円

不動産事業支出金 0 －

材料貯蔵品 79 82

 

　２　偶発債務（保証債務）

　分譲代金の前金返還に対する連帯保証

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

㈱プレサンスコーポレーション 589百万円 明和地所㈱ 1,220百万円

㈱モリモト 239 ㈱モリモト 676

明和地所㈱ 135 ㈱プレサンスコーポレーション 312

  
㈱東北パートナーズリアルエス

テート
156

  ㈱フクダ不動産 130

計 964 計 2,495

 

　事業資金の借入金に対する連帯保証

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

ホテル朱鷺メッセ㈱ 37百万円 35百万円

 

　マンション購入者の借入金に対する連帯保証

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

マンション購入者３件 9百万円 9百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

従業員給料手当 968百万円 968百万円

退職給付費用 93 85

賞与引当金繰入額 27 51

貸倒引当金繰入額 △62 9

 

※２　固定資産売却益の内訳

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

建物・構築物 －百万円 5百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 2 1

土地 1 12

計 3 19

 

※３　固定資産除売却損の内訳

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

建物・構築物 6百万円 －百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 0 0

計 6 0

 

　４　売上高の季節的変動

　　　前第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成26年４月１日　至平成26年９月30日）

　　　当社グループの主たる事業である土木事業及び建築事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半

期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高

に比べ、第４四半期連結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る。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金預金勘定 16,007百万円 15,085百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △64 △68

現金及び現金同等物 15,943 15,017

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

　 １．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

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６月27日

定時株主総会
普通株式 63 1 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

　 １．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

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 149 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２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９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：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２） 土木事業 建築事業 その他の事業 計

売上高       

外部顧客に対する売上高 24,906 29,552 1,041 55,500 － 55,500

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 5 133 138 △138 －

計 24,906 29,558 1,175 55,639 △138 55,500

セグメント利益又は損失

（△）
429 △39 △140 249 7 256

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額7百万円は、セグメント間取引消去である。

　２．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利益と調整を行っている。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９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：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

四半期連結損益

計算書計上額

（注２） 土木事業 建築事業 その他の事業 計

売上高       

外部顧客に対する売上高 27,128 29,194 1,136 57,458 － 57,458

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 4 194 199 △199 －

計 27,128 29,198 1,331 57,658 △199 57,458

セグメント利益又は損失

（△）
1,017 486 △116 1,387 5 1,393

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額5百万円は、セグメント間取引消去である。

　２．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利益と調整を行っている。
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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、以下のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 3.78円 17.51円

（算定上の基礎）   

四半期純利益（百万円） 239 1,311

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 239 1,311

普通株式の期中平均株式数（千株） 63,387 74,865

　（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いない。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はない。

 

 

２【その他】

　該当事項はない。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年11月14日

大豊建設株式会社

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 金子　能周　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 春山　直輝　　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」に掲げられている大豊建設株式会

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２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９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、四半期連結キャッシュ・

フロー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、大豊建設株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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、その原本は四半期報告書提出

会社が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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