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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72期

第２四半期
連結累計期間

第73期
第２四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自 平成26年３月１日

至 平成26年８月31日

自 平成27年３月１日

至 平成27年８月31日

自 平成26年３月１日

至 平成27年２月28日

売上高 （千円） 6,286,372 6,271,508 13,916,600

経常利益 （千円） 353,166 10,018 586,946

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

（千円） 184,207 △2,663 247,122

四半期包括利益
又は包括利益

（千円） 187,383 △19,681 257,040

純資産額 （千円） 2,366,809 2,703,949 2,708,832

総資産額 （千円） 13,570,331 13,934,985 14,850,181

１株当たり四半期（当期）純利益
金額又は四半期純損失金額（△）

（円） 15.36 △0.22 20.61

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 （％） 16.97 18.94 17.80

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △177,706 △988,648 1,148,114

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △227,546 △251,081 △389,439

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 148,983 351,075 △405,304

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 1,275,861 996,848 1,885,502
 

 

回次
第72期

第２四半期
連結会計期間

第73期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年６月１日

至 平成26年８月31日

自 平成27年６月１日

至 平成27年８月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 8.78 0.63
 

(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並びに第73期

第２四半期連結累計期間については四半期純損失のため記載しておりません。

 

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（当社及び連結子会社）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２四半期連結累計期間において、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が判断したものであります。

 

(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、企業収益や雇用情勢の改善傾向が続き、景気は緩やかな回復

を続けております。一方で、中国経済をはじめとした海外景気の減速や円安による原材料価格の上昇等もあり、景

気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループの事業分野であります建設業界におきましては、消費税増税後低迷していた住宅投資に持ち直しの

動きが見られるなど、堅調に推移いたしました。一方で、景気回復に伴う人手不足、円安の影響による原材料費の

上昇など、需要回復の足かせとなり得る下振れリスクも顕在化しており、今後の動向が不透明な状況にあります。

当社グループの主力製品でありますコンクリートパイル市場におきましては、消費税増税後落ち込んだ民需に依

然回復の兆しが見られないことに加え、官需も盛り上がりに欠け、全般的には厳しい事業環境が続いております。

また、第２の柱でありますコンクリートセグメント事業につきましては、大型プロジェクトを受注したものの、

本格製造に向けた準備期間にあたり、いましばらく厳しい事業環境が続くものと思われます。

このような経営環境下で当社グループは、平成25年度からスタートした「第４次中期３ヵ年経営計画」に則し、

高度化する顧客ニーズを正確に捉え、高品質の製品・サービスを競争力のあるコストで提供してまいりました。

 

セグメント毎の業績は次のとおりであります。

 

①コンクリート二次製品事業

コンクリート二次製品事業の主力事業でありますコンクリートパイル部門につきましては、需要が低調に推移

した中、販売数量は確保したものの、受注競争が激化し販売価格の下落の影響により、当第２四半期連結累計期

間の売上高は、3,267百万円（前年同四半期比4.5％減）、営業利益は313百万円（前年同四半期比20.4％減）とな

りました。

 

②コンクリートセグメント事業

厳しい事業環境の中、当社グループは競争力強化のため、更なる原価低減に努めましたが、当第２四半期連結

累計期間の売上高は、598百万円（前年同四半期比37.7％増）、営業損失は1百万円（前年同四半期は2百万円の利

益）となりました。
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③工事事業

施工は順調に推移し、効率的施工体制の確立により追加コストの発生は抑えられましたが、施工量の確保によ

る低収益物件が増加したことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は、2,309百万円（前年同四半期比

1.1％減）、営業利益は28百万円（前年同四半期比88.1％減）となりました。

 

④不動産賃貸事業

当第２四半期連結累計期間の売上高は、96百万円（前年同四半期比2.4％増）、営業利益は69百万円（前年同四

半期比10.6％増）となりました。

 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,271百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業利益は69百

万円（前年同四半期比82.3％減）、経常利益は10百万円（前年同四半期比97.2％減）、四半期純損失は2百万円

（前年同四半期は184百万円の利益）となりました。

 
(2)  財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて、915百万円減少して13,934百万円と

なりました。これは主に現金及び預金の減少888百万円、受取手形及び売掛金の減少274百万円等によるものであり

ます。

負債は、前連結会計年度末に比べて、910百万円減少して11,231百万円となりました。これは主に支払手形及び買

掛金の減少1,005百万円、電子記録債務の減少300百万円等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて4百万円減少して2,703百万円となりました。これは主に自己株式の処分に

よる収入91百万円、配当金の支払額59百万円等によるものであります。

 
(3)  キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、888百万円減少して

996百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、988百万円の減少（前年同四半期は177百万円の減少）となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費227百万円、売上債権の減少額270百万円であり、支出の主な内訳は仕入債務の減

少額1,305百万円であります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、251百万円の減少（前年同四半期は227百万円の減少）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出197百万円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、351百万円の増加（前年同四半期は148百万円の増加）となりました。

これは、主に長期借入れによる収入1,300百万円、長期借入金の返済による支出1,077百万円によるものでありま

す。

 

(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、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。
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(5)  研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は60百万円であります。

なお、当第２四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。

 

(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

　当社グループは平成25年度を初年度とする「第４次中期３カ年経営計画」に即し、顧客ニーズが更に高度化、

多様化すると同時に技術が進歩する中で、未来の顧客ニーズを捉え、当社の持つ技術・ノウハウと融合させて新

しい市場を構想してまいります。

　なお、当社は、平成27年５月26日開催の定時株主総会後の取締役会で経営体制を刷新し、新たに策定した経営

理念、「顧客第一」、「合理追求」、「人倫遵守」の下、今後より一層、高品質の製品・サービスを競争力のあ

るコストで提供できるように努めてまいります。
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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 40,000,000

計 40,000,000
 

 

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27年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年10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 14,408,400 14,408,400
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
1,000株であります。

計 14,408,400 14,408,400 ― ―
 

 

(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27年８月31日 － 14,408,400 － 720,420 － 579,892
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(6) 【大株主の状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年８月31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(％)

東洋鉄工株式会社 静岡県沼津市原315番地の2 3,573 24.79

太平洋セメント株式会社 東京都港区台場2丁目3-5号 1,713 11.88

株式会社静岡銀行
（常任代理人　日本マスタートラスト信
託銀行株式会社）

静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地
（東京都港区浜松町2丁目11番3号)

559 3.88

スルガ銀行株式会社 静岡県沼津市通横町23番地 437 3.03

植松昭子 静岡県沼津市 431 2.99

植松　眞 東京都新宿区 217 1.50

日本トラスティ・サービス信託銀行　　
株式会社

東京都中央区晴海１丁目８-11 201 1.39

齋藤廣一 東京都港区 200 1.38

楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目14番１号 195 1.35

五十畑輝夫 栃木県栃木市 158 1.09

計 ― 7,685 53.34
 

(注)　上記のほか当社所有の自己株式 2,017千株（14.00％）があります。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年８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　　 　2,017,000

― ―

完全議決権株式(その他) 　普通株式　　 12,367,000 12,367 ―

単元未満株式 　普通株式　　     24,400 ― ―

発行済株式総数                14,408,400 ― ―

総株主の議決権 ― 12,367 ―
 

(注)　１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権３個）

　含まれております。

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式262株が含まれております。
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② 【自己株式等】

  平成27年８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）
株式会社トーヨーアサノ

静岡県沼津市原315番地の2 2,017,000 ― 2,017,000 14.00

計 ― 2,017,000 ― 2,017,000 14.00
 

 

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ける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２四半期連結会計期間（平成27年６月１日から平成

27年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年８月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、公認会計士門屋信行氏、同勝又康博氏により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27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,885,502 996,848

  受取手形及び売掛金 ※２  3,368,206 3,093,470

  商品及び製品 488,059 408,659

  原材料及び貯蔵品 153,028 144,954

  未成工事支出金 257,579 237,310

  その他 131,688 180,922

  流動資産合計 6,284,066 5,062,166

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,427,935 1,580,149

   土地 4,791,584 4,791,584

   その他（純額） 824,893 986,740

   有形固定資産合計 7,044,412 7,358,473

  無形固定資産 314,665 303,276

  投資その他の資産   

   投資有価証券 366,133 336,509

   退職給付に係る資産 332,620 340,652

   その他 508,583 534,207

   貸倒引当金 △300 △300

   投資その他の資産合計 1,207,036 1,211,069

  固定資産合計 8,566,115 8,872,818

 資産合計 14,850,181 13,934,985

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※２  3,613,191 2,608,172

  電子記録債務 1,115,347 814,586

  短期借入金 2,057,788 2,332,180

  未払法人税等 131,733 39,579

  工事損失引当金 7,575 －

  その他 637,741 716,017

  流動負債合計 7,563,376 6,510,535

 固定負債   

  長期借入金 3,756,265 3,879,472

  役員退職慰労引当金 193,500 198,840

  その他 628,207 642,187

  固定負債合計 4,577,972 4,720,499

 負債合計 12,141,349 11,231,035
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 720,420 720,420

  資本剰余金 589,841 651,773

  利益剰余金 1,224,979 1,146,841

  自己株式 △176,780 △147,539

  株主資本合計 2,358,460 2,371,495

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 12,751 4,207

  退職給付に係る調整累計額 272,365 263,922

  その他の包括利益累計額合計 285,117 268,129

 少数株主持分 65,255 64,325

 純資産合計 2,708,832 2,703,949

負債純資産合計 14,850,181 13,934,985
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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：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31日)

売上高 6,286,372 6,271,508

売上原価 5,172,743 5,446,307

売上総利益 1,113,629 825,201

販売費及び一般管理費 ※１  720,566 ※１  755,466

営業利益 393,063 69,735

営業外収益   

 受取利息 856 627

 受取配当金 10,241 9,608

 負ののれん償却額 1,298 －

 その他 11,797 19,935

 営業外収益合計 24,194 30,171

営業外費用   

 支払利息 59,669 53,398

 投資有価証券評価損 － 30,117

 その他 4,421 6,372

 営業外費用合計 64,090 89,888

経常利益 353,166 10,018

特別利益   

 固定資産売却益 8 10,426

 投資有価証券売却益 － 5,502

 受取補償金 － 12,000

 特別利益合計 8 27,928

特別損失   

 固定資産除却損 1,864 13,822

 投資有価証券売却損 － 2,620

 特別損失合計 1,864 16,443

税金等調整前四半期純利益 351,311 21,504

法人税、住民税及び事業税 167,101 24,192

法人税等合計 167,101 24,192

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（△）

184,210 △2,688

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2 △24

四半期純利益又は四半期純損失（△） 184,207 △2,663
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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：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８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（△）

184,210 △2,688

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 3,172 △8,549

 退職給付に係る調整額 － △8,443

 その他の包括利益合計 3,172 △16,992

四半期包括利益 187,383 △19,681

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 187,371 △19,651

 少数株主に係る四半期包括利益 11 △29
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31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 351,311 21,504

 減価償却費 180,215 227,715

 のれん償却額 2,933 4,399

 工事損失引当金の増減額（△は減少） － △7,575

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,541 －

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △708 －

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △32,368

 受取利息及び受取配当金 △11,098 △10,236

 支払利息 59,669 53,398

 投資有価証券評価損益（△は益） － 30,117

 手形売却損 4,121 4,665

 固定資産除却損 1,864 13,822

 有形固定資産売却損益（△は益） △8 △10,426

 投資有価証券売却損益（△は益） － △2,881

 負ののれん償却額 △1,298 －

 受取補償金 － △12,000

 売上債権の増減額（△は増加） △125,468 270,070

 たな卸資産の増減額（△は増加） △157,339 107,743

 仕入債務の増減額（△は減少） △299,953 △1,305,780

 未払消費税等の増減額（△は減少） △7,770 △87,111

 未収消費税等の増減額（△は増加） － △11,884

 その他 54,489 △52,050

 小計 44,417 △798,876

 利息及び配当金の受取額 11,098 10,235

 利息の支払額 △58,523 △53,502

 補償金の受取額 － 12,000

 法人税等の支払額 △174,759 △158,635

 法人税等の還付額 59 129

 営業活動によるキャッシュ・フロー △177,706 △988,648

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △156,519 △197,576

 有形固定資産の売却による収入 20 14,814

 有形固定資産の除却による支出 △1,739 △13,772

 事業譲受による支出 △44,000 －

 投資有価証券の取得による支出 － △231,000

 投資有価証券の売却による収入 － 218,920

 投資有価証券の償還による収入 30,015 －

 貸付けによる支出 － △12,000

 貸付金の回収による収入 161 2,164

 その他の収入 8,566 2,535

 その他の支出 △64,049 △35,167

 投資活動によるキャッシュ・フロー △227,546 △251,081
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年８月31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） 130,002 175,000

 リース債務の返済による支出 △55,401 △76,975

 長期借入れによる収入 1,174,000 1,300,000

 長期借入金の返済による支出 △1,039,053 △1,077,401

 自己株式の取得による支出 △56 △27

 自己株式の処分による収入 － 91,200

 配当金の支払額 △59,607 △59,819

 少数株主への配当金の支払額 △900 △900

 財務活動によるキャッシュ・フロー 148,983 351,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △256,269 △888,653

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,131 1,885,502

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  1,275,861 ※１  996,848
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【注記事項】

　　（会計方針の変更等）

当第２四半期連結累計期間

(自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日)
 

「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するとともに、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に基づく割引率を使用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、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

加減しております。

この結果、第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が24,110千円減少し、利益剰余金が15,517

千円減少しております。なお、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、セグ

メント情報に与える影響は軽微であるため記載を省略しております。
 

 

 

(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)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日)

税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 

 

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１　受取手形割引高

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

受取手形割引高 400,381千円 441,741千円
 

 

※２　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、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末

残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

受取手形 83,777千円 －千円

支払手形 18,351千円 －千円
 

 

(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ります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
 至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
 至 平成27年８月31日)

役員報酬 81,784千円 78,671千円

給与手当及び賞与 249,486千円 254,407千円

退職給付費用 3,507千円 △1,161千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,750千円 12,060千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　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は次のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
 至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
 至 平成27年８月31日)

現金及び預金勘定 1,275,861千円 996,848千円

現金及び現金同等物 1,275,861千円 996,848千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間（自 平成26年３月１日 至 平成26年８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26年5月27日
定時株主総会

普通株式 59,957 5.00 平成26年２月28日 平成26年５月28日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

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２四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年８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27年5月26日
定時株主総会

普通株式 59,956 5.00 平成27年２月28日 平成27年５月27日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

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。
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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26年３月１日 至 平成26年８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）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

コンクリート
二次製品事業

コンクリート
セグメント

事業
工事事業

不動産賃貸
事業

計

売上高        

(1)外部顧客
への売上
高

3,421,614 434,872 2,335,891 93,995 6,286,372 － 6,286,372

(2)セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高

91,915 － － 15,906 107,822 △107,822 －

計 3,513,529 434,872 2,335,891 109,901 6,394,194 △107,822 6,286,372

セグメント
利益

393,678 2,419 234,811 63,140 694,048 △300,985 393,063
 

(注) １ セグメント利益の調整額△300,985千円には、セグメント間取引消去11,216千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△312,202千円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

般管理費及び技術試験研究費であります。

２  セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　２.　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

　　　 （のれんの金額の重要な変動）

　「コンクリート二次製品事業」セグメントにおいて、株式会社山栄工業より事業を譲り受けたことに伴い、

のれんが発生しております。

　なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては44,000千円であります。

 
Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年８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）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

コンクリート
二次製品事業

コンクリート
セグメント

事業
工事事業

不動産賃貸
事業

計

売上高        

(1)外部顧客
への売上
高

3,267,089 598,659 2,309,474 96,284 6,271,508 － 6,271,508

(2)セグメン
ト間の内
部売上高
又は振替
高

72,627 － － 16,595 89,222 △89,222 －

計 3,339,717 598,659 2,309,474 112,879 6,360,731 △89,222 6,271,508

セグメント
利益又は損失

（△）
313,308 △1,892 28,051 69,837 409,304 △339,568 69,735

 

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△339,568千円には、セグメント間取引消去10,371千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△349,940千円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

しない一般管理費及び技術試験研究費であります。

２  セグメント利益の調整後の金額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　２.　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。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
 至 平成26年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
 至 平成27年８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（△）

15円36銭 △0円22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)

184,207 △2,663

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)

184,207 △2,663

普通株式の期中平均株式数(株) 11,991,426 12,162,598
 

（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、潜在株式が存在していないため並びに当第２四半期連

結累計期間については四半期純損失の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。
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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27年10月７日

株式会社トーヨーアサノ

取締役会  御中

 

　あざみ公認会計士共同事務所
 

 

公認会計士  　門　　屋　　信　　行   印
 

 

公認会計士  　勝　　又　　康　　博   印
 

 

私たちは、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」に掲げられている株式会社トーヨーア

サノの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成27年６月１日から平

成27年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年３月１日から平成27年８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、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

私たちの責任は、私たち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。私たちは、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。

私たちは、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

私たち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、株式会社トーヨーアサノ及び連結子会社の平成27年８月31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

会社と私たちとの間には、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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