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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85期第３四半期
連結累計期間

第86期第３四半期
連結累計期間

第85期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成26年４月１日
至平成26年12月31日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

完成工事高 （百万円） 85,010 85,223 124,445

経常利益 （百万円） 2,554 3,249 4,471

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,127 1,833 1,670

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,198 3,126 3,034

純資産額 （百万円） 47,333 48,401 46,609

総資産額 （百万円） 104,958 104,889 111,347

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 25.28 41.10 37.45

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 （％） 44.9 45.9 41.7

 

回次
第85期第３四半期
連結会計期間

第86期第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

自平成26年10月１日
至平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 18.32 20.23

（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．完成工事高には、消費税等は含んでおりません。

３．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。

潜在株式調整後１株当たり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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税による反動減の影響も和らぐ一方、原油安及び

ヨーロッパ経済の不透明感等により、予断を許さない状況が続き、本格的な回復には至りませんでした。

建設業界におきましては、政府による予算執行の前倒し効果によって、公共投資に増加が伺えた一方、民間設

備投資は、既存設備の老朽化に伴う更新の必要性に加え、企業収益の改善による、大幅な増加が見込まれました

が、人手不足等の影響を受けて、力強さに欠ける結果となりました。

このような状況のもと、中期経営計画「新たな時代にチャレンジするダイダン」に基づき、受注と利益の確保

に取り組んでまいりました結果、当第３四半期連結累計期間における業績は次のとおりとなりました。

受注工事高は、前年同四半期連結累計期間比21,683百万円増の117,639百万円となりました。

完成工事高は、前年同四半期連結累計期間比微増の85,223百万円となりました。

完成工事総利益は、完成工事高が微増に留まったものの完成工事総利益率の改善により、前年同四半期連結累

計期間比896百万円増の10,417百万円となりました。

営業利益は、完成工事総利益の増加を受け、前年同四半期連結累計期間比789百万円増の2,980百万円となりま

した。

経常利益は、為替差益が前年同四半期連結累計期間比121百万円減の78百万円となりましたが、営業利益の増

加を受け、前年同四半期連結累計期間比695百万円増の3,249百万円となりました。

四半期純利益は、平成26年３月４日に北陸新幹線の設備工事の入札に関する独占禁止法違反の容疑により東京

地方検察庁から起訴された件につきまして、今後発生しうる損失額92百万円を独占禁止法関連損失引当金繰入額

として計上し、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額及び少数株主利益を控除した結果、前年同四半期連

結累計期間比705百万円増の1,833百万円となりました。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は77,716百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,008百万円

減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少（1,332百万円）及び受取手形・完成工事未収入金の減少

（8,754百万円）等が、未成工事支出金の増加（1,041百万円）等を上回ったことによるものです。

固定資産は27,173百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,550百万円増加いたしました。主な要因は投資有

価証券の増加（1,847百万円）等によるものです。

この結果、総資産は104,889百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,457百万円減少いたしました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は50,009百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,530百万円

減少いたしました。主な要因は、支払手形・工事未払金の減少（6,797百万円）及び未払法人税等の減少（1,246

百万円）等によるものです。

固定負債は6,478百万円となり、前連結会計年度末に比べ281百万円増加いたしました。主な要因は、繰延税金

負債の増加（476百万円）等が長期借入金の減少（184百万円）等を上回ったことによるものです。

この結果、負債合計は56,488百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,249百万円減少いたしました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は48,401百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,791百万円

増加いたしました。主な要因は、利益剰余金の増加（500百万円）、その他有価証券評価差額金の増加（1,196百

万円）、退職給付に係る調整累計額の増加（79百万円）等によるものです。

この結果、自己資本比率は45.9％（前連結会計年度末は41.7％）となりました。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　　当第３四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。

 

(4）研究開発活動

　　　　　当第３四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、338百万円であります。

　　　　　なお、当第３四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。
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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 80,000,000

計 80,000,000

 

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26年12月31日）

提出日現在発行数(株)
（平成27年２月６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 45,963,803 45,963,803
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

1,000株

計 45,963,803 45,963,803 － －

 

（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
（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10月１日～

平成26年12月31日
－ 45,963 － 4,479 － 4,716

 

（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。
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（７）【議決権の状況】

当第３四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26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　1,358,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 44,129,000 44,129 －

単元未満株式 普通株式　　476,803 －
一単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 　　　　　45,963,803 － －

総株主の議決権 － 44,129 －

（注）「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【自己株式等】

平成26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（％）

ダイダン株式会社
大阪市西区江戸堀

１－９－25
1,358,000 － 1,358,000 2.95

計 － 1,358,000 － 1,358,000 2.95

 

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３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から

平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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 あずさ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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,626 23,293

受取手形・完成工事未収入金 57,189 ※１ 48,435

未成工事支出金 152 1,193

材料貯蔵品 0 0

繰延税金資産 1,273 1,041

その他 2,488 3,757

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 85,724 77,716

固定資産   

有形固定資産 3,788 3,961

無形固定資産 260 173

投資その他の資産   

投資有価証券 13,229 15,077

繰延税金資産 1 1

退職給付に係る資産 6,921 6,442

その他 2,086 1,710

貸倒引当金 △665 △193

投資その他の資産合計 21,574 23,039

固定資産合計 25,623 27,173

資産合計 111,347 104,889
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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３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 40,007 33,209

短期借入金 5,686 5,847

未払法人税等 1,381 135

未成工事受入金 3,124 2,452

賞与引当金 － 1,012

役員賞与引当金 － 43

完成工事補償引当金 92 90

工事損失引当金 130 429

独占禁止法関連損失引当金 771 703

その他 7,346 6,084

流動負債合計 58,539 50,009

固定負債   

長期借入金 1,903 1,719

繰延税金負債 2,304 2,781

退職給付に係る負債 1,398 1,392

環境対策引当金 220 220

海外投資損失引当金 18 13

長期未払金 352 352

その他 0 0

固定負債合計 6,197 6,478

負債合計 64,737 56,488

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,479 4,479

資本剰余金 4,809 4,809

利益剰余金 34,597 35,098

自己株式 △666 △668

株主資本合計 43,221 43,720

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,690 4,886

為替換算調整勘定 68 70

退職給付に係る調整累計額 △559 △480

その他の包括利益累計額合計 3,199 4,476

少数株主持分 189 205

純資産合計 46,609 48,401

負債純資産合計 111,347 104,889
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

完成工事高 85,010 85,223

完成工事原価 75,489 74,806

完成工事総利益 9,520 10,417

販売費及び一般管理費 7,329 7,436

営業利益 2,191 2,980

営業外収益   

受取利息 10 9

受取配当金 164 185

受取保険料 91 102

為替差益 200 78

その他 33 27

営業外収益合計 500 403

営業外費用   

支払利息 113 120

支払保証料 14 5

その他 9 9

営業外費用合計 138 135

経常利益 2,554 3,249

特別利益   

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失   

減損損失 － 5

固定資産売却損 4 －

固定資産除却損 0 24

投資有価証券評価損 40 20

ゴルフ会員権評価損 0 0

独占禁止法関連損失引当金繰入額 － 92

訴訟損失引当金繰入額 345 －

特別損失合計 391 144

税金等調整前四半期純利益 2,162 3,106

法人税、住民税及び事業税 582 936

法人税等調整額 414 331

法人税等合計 996 1,267

少数株主損益調整前四半期純利益 1,165 1,838

少数株主利益 37 5

四半期純利益 1,127 1,833
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,165 1,838

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,999 1,196

為替換算調整勘定 33 12

退職給付に係る調整額 － 79

その他の包括利益合計 2,032 1,287

四半期包括利益 3,198 3,126

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,148 3,109

少数株主に係る四半期包括利益 50 16
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【注記事項】

（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、割引率の

決定方法を、従業員の平均残存勤務期間に基づく割引率から、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しております。

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３四

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

減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が88百万円増加し、退職給付に係る資産が

878百万円、繰延税金負債が347百万円及び利益剰余金が618百万円それぞれ減少しております。

なお、当第３四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への影響は軽微であり

ます。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四

半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

受取手形 －百万円 17百万円

 

 

２　偶発債務

下記の連結子会社の出資者に対し、当該出資額について損失保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

DAI-DAN（THAILAND）CO., LTD. 16百万円 18百万円

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３四

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３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

　　減価償却費 321百万円 259百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４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
（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 490 11.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月７日

取締役会
普通株式 356 8.00 平成25年９月30日 平成25年12月２日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

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 356 8.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

平成26年11月６日

取締役会
普通株式 356 8.00 平成26年９月30日 平成26年12月１日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

及び当第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

当社グループは、設備工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（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３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 25.28円 41.10円

（算定上の基礎）   

四半期純利益額（百万円） 1,127 1,833

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金額

（百万円）
1,127 1,833

普通株式の期中平均株式数（千株） 44,610 44,605

（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。
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（重要な後発事象）

当社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注した北陸新幹線融雪基地機械設備工事および消

雪基地機械設備工事に関して、独占禁止法違反があったとして、東京地方裁判所の判決が確定したことを受け

て、平成27年１月14日付で、国土交通省近畿地方整備局より、建設業法第28条第３項に基づき、次のとおり営業

停止処分を受けました。

当該処分により、工事の受注に影響を及ぼす可能性がありますが、影響額の合理的な見積りは困難です。

 

１ 停止を命じられた営業の範囲

全国における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受

けているもの。

 

２ 期間

平成27年１月29日から平成27年３月29日までの60日間

 

 

２【その他】

　　平成26年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………356百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………8円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成26年12月１日

　（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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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27年２月６日

ダイダン株式会社

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 寺田　昭仁　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙尾　英明　　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」に掲げられているダイダン株式会

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３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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、ダイダン株式会社及び連結子会社の平成26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３四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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