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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62期

第２四半期連結
累計期間

第63期
第２四半期連結

累計期間
第62期

会計期間
自平成28年10月１日
至平成29年３月31日

自平成29年10月１日
至平成30年３月31日

自平成28年10月１日
至平成29年９月30日

売上高 （千円） 4,820,373 4,653,322 8,789,655

経常利益 （千円） 420,753 307,728 459,646

親会社株主に帰属する四半期（当期）
純利益

（千円） 218,535 239,286 216,689

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 230,021 218,615 234,163

純資産額 （千円） 3,523,955 3,562,241 3,527,937

総資産額 （千円） 7,731,532 6,836,933 7,915,935

１株当たり四半期(当期)純利益金額 （円） 243.22 274.16 241.17

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 （％） 45.6 52.1 44.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △218,761 162,771 57,987

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） 277,514 58,505 92,329

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △39,669 △333,337 95,234

現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

（千円） 1,139,444 1,253,851 1,365,911

 

回次
第62期

第２四半期連結
会計期間

第63期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成29年１月１日
至平成29年３月31日

自平成30年１月１日
至平成30年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 324.67 440.46

　（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、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。

　　　　４．当社は、平成30年４月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。これに伴

い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を

算定しております。

 

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２四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、前連結会計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（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

 

(１）業績の概況

　当第２四半期連結累計期間における建設業界は、建築工事等の受注高が2017年10月以降、対前年比で緩やか

に回復した他、非居住用建物の着工床面積が、都心部における再開発プロジェクトの進捗により徐々に増加傾

向になる等、業界全体として緩やかな回復基調を辿りました。第３四半期以降も、引き続き労務逼迫や業界全

体での取り組みとなる「建設技能者の処遇改善」「働き方改革」によるコスト上昇の懸念があるものの、都心

部の再開発や2020年東京五輪開催に伴う建築需要が堅調に推移し、首都圏中心に事業環境は回復基調が続くと

予想されます。

　このような経営環境のなか、当社グループは、新中期経営計画（平成27年10月～平成30年９月）の最終年度

となる今年度は「技　術　創　造」を方針として掲げ、安全で高品質なサービスをスピーディーに提供し、業

容の拡大、業績の向上を図ってまいります。

　当第２四半期連結累計期間は、以下の施策に取組んでまいりました。

［生産力の強化］

・ＩＴ導入・教育訓練強化による生産効率の向上

・労働環境改善による人材確保と能力開発

［営業力の強化］

・新規顧客開拓体制の整備　・直接受注の強化　・新たな業務領域の開拓

・技術提案、ＶＥ提案を主とした営業戦略の構築　・社員の早期育成体制の構築

［現場力の強化］

・工事原価管理の徹底　・ＩＴを活用した安全教育の実施

・優秀技能者による技能の伝承

　この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は55億12百万円（前年同四半期比11.0％増）となりました。

売上高につきましては、46億53百万円（前年同四半期比3.5％減）になりました。利益につきましては、営業

利益は３億４百万円（前年同四半期比27.8％減）、経常利益は３億７百万円（前年同四半期比26.9％減）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は２億39百万円（前年同四半期比9.5％増）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。

（建設工事業）

　売上高は43億82百万円（前年同四半期比1.9％減）となり、セグメント利益は２億69百万円（前年同四半期

比26.2％減）となりました。受注高につきましては、49億70百万円（前年同四半期比6.7％増）となりまし

た。

（設備工事業）

　売上高は２億78百万円（前年同四半期比21.1％減）となり、セグメント利益は34百万円（前年同四半期比

38.3％減）となりました。受注高につきましては、５億42百万円（前年同四半期比77.4％増）となりました。

 

　なお、当社グループは、完成工事物件の引渡しが第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集

中するため、四半期連結会計期間の売上高には季節的変動があります。
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(２)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は12億53百万

円となり、期首残高に比べ１億12百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は１億62百万円となりました。これは主

に、未成工事受入金の減少８億93百万円等により資金が減少したものの、未成工事支出金の減少７億68百万

円、売上債権の減少１億96百万円等により資金が増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動により得られた資金は58百万円となりました。これは主に有

形固定資産の取得による支出20百万円等により資金が減少したものの、投資有価証券の売却による収入79百

万円等により資金が増加したこと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）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は３億33百万円となりました。これは主

に、短期借入金の増加による50百万円、長期借入金による収入２億円等により資金が増加したものの、長期

借入金の返済による支出３億90百万円、自己株式の取得による支出１億21百万円等により資金が減少したこ

とによるものであります。

 

　(３)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、重要な変更はありません。

 

　(４)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活動の金額は、17百万円であります。

　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。
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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 17,300,000

計 17,300,000

（注）平成29年12月22日開催の定時株主総会において、当社普通株式について５株を１株に併合する株式併合議案が承認

可決されております。これにより、株式併合の効力発生日である平成30年４月１日をもって、発行可能株式総数は

3,460,000株となっております。

 

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30年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成30年５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 4,505,757 901,151
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数
100株

計 4,505,757 901,151 － －

（注）平成29年12月22日開催の定時株主総会において、当社普通株式について５株を１株に併合する株式併合議案及び

単元株式数の変更議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日である平成30年４月１日を

もって、発行済株式総数は4,505,757株から901,151株に、単元株式数は1,000株から100株となっております。

　なお、併合後の発行済株式総数は、併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値であります。

 

（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30年１月１日～

平成30年３月31日
－ 4,505,757 － 885,697 － 1,261,600

（注）平成29年12月22日開催の定時株主総会において、当社普通株式について５株を１株に併合する株式併合議案が承認

可決されております。これにより、株式併合の効力発生日である平成30年４月１日をもって、発行済株式総数は

4,505,757株から901,151株となっております。
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（６）【大株主の状況】

  平成30年３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（％）

株式会社操上 東京都練馬区貫井三丁目12番１号 725 16.09

株式会社苅谷 千葉県船橋市新高根六丁目14番15号 465 10.32

化研マテリアル株式会社 東京都港区西新橋二丁目35番６号 215 4.78

マサル協力企業持株会 東京都江東区佐賀一丁目９番14号 170 3.79

苅谷　純 千葉県船橋市 142 3.16

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 138 3.08

野口興産株式会社 東京都練馬区豊玉北二丁目16番14号 132 2.93

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 129 2.87

マサル従業員持株会 東京都江東区佐賀一丁目９番14号 123 2.73

菅野産業株式会社 東京都渋谷区本町一丁目20番２号 110 2.44

計 － 2,351 52.19

（注）１．平成30年４月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っておりますが、上記所有株式数につい

ては、当該株式併合前の所有株式数を記載しております。

２．上記のほか、自己株式が198千株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年３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   198,000
－ －

完全議決権株式 (その他) 普通株式 4,294,000 4,294 －

単元未満株式 普通株式    13,757 － －

発行済株式総数          4,505,757 － －

総株主の議決権 － 4,294 －

（注）平成29年12月22日開催の定時株主総会において、当社普通株式について５株を１株に併合する株式併合議案及び単

元株式数の変更議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日である平成30年４月１日をもっ

て、発行済株式総数は4,505,757株から901,151株に、単元株式数は1,000株から100株となっております。

　なお、併合後の発行済株式総数は、併合前の発行済株式総数に株式の併合割合を乗じた理論値であります。

 

②【自己株式等】

平成30年３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）

株式会社マサル

東京都江東区佐賀
一丁目９番14号

198,000 － 198,000 4.39

計 － 198,000 － 198,000 4.39

 

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２四半期連結会計期間（平成30年１月１日から平

成30年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年10月１日から平成30年３月31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29年９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,365,911 1,253,851

受取手形・完成工事未収入金 ※１ 1,935,669 ※１ 1,574,366

電子記録債権 ※１ 506,565 ※１ 671,309

未成工事支出金 2,733,027 1,964,060

材料貯蔵品 8,948 8,075

その他 277,437 165,776

貸倒引当金 △1,180 △1,096

流動資産合計 6,826,378 5,636,342

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 56,188 83,934

土地 447,020 447,020

建設仮勘定 106,693 267,972

その他（純額） 7,521 6,775

有形固定資産合計 617,424 805,704

無形固定資産   

ソフトウエア 25,621 22,807

無形固定資産合計 25,621 22,807

投資その他の資産   

投資有価証券 96,043 21,924

長期貸付金 17,355 16,185

その他 405,472 406,328

貸倒引当金 △72,358 △72,358

投資その他の資産合計 446,511 372,079

固定資産合計 1,089,557 1,200,591

資産合計 7,915,935 6,836,933

 

EDINET提出書類

株式会社マサル(E00254)

四半期報告書

 9/21



 

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 721,215 656,519

電子記録債務 243,803 274,003

短期借入金 25,000 75,000

1年内返済予定の長期借入金 522,559 341,699

未払法人税等 36,384 65,857

未成工事受入金 1,878,106 984,524

賞与引当金 104,313 52,000

役員賞与引当金 45,000 －

完成工事補償引当金 15,290 14,668

工事損失引当金 70,307 844

その他 163,107 265,373

流動負債合計 3,825,087 2,730,489

固定負債   

長期借入金 501,614 492,028

その他 61,297 52,174

固定負債合計 562,911 544,202

負債合計 4,387,998 3,274,692

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,697 885,697

資本剰余金 1,261,600 1,261,600

利益剰余金 1,363,901 1,531,053

自己株式 △4,916 △117,093

株主資本合計 3,506,281 3,561,257

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,655 984

その他の包括利益累計額合計 21,655 984

純資産合計 3,527,937 3,562,241

負債純資産合計 7,915,935 6,836,933
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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28年10月１日
　至　平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年10月１日
　至　平成30年３月31日)

完成工事高 ※２ 4,820,373 ※２ 4,653,322

完成工事原価 ※２ 3,977,882 ※２ 3,893,290

完成工事総利益 842,490 760,032

販売費及び一般管理費 ※１ 421,159 ※１ 455,902

営業利益 421,330 304,129

営業外収益   

受取利息 198 161

受取配当金 1,098 1,139

受取賃貸料 1,810 1,552

その他 1,877 5,213

営業外収益合計 4,985 8,066

営業外費用   

支払利息 4,615 2,688

その他 946 1,779

営業外費用合計 5,562 4,467

経常利益 420,753 307,728

特別利益   

投資有価証券売却益 － 34,810

特別利益合計 － 34,810

特別損失   

減損損失 ※３ 97,430 －

特別損失合計 97,430 －

税金等調整前四半期純利益 323,323 342,538

法人税、住民税及び事業税 92,782 53,721

法人税等調整額 12,006 49,530

法人税等合計 104,788 103,252

四半期純利益 218,535 239,286

親会社株主に帰属する四半期純利益 218,535 239,286
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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28年10月１日
　至　平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年10月１日
　至　平成30年３月31日)

四半期純利益 218,535 239,286

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,486 △20,671

その他の包括利益合計 11,486 △20,671

四半期包括利益 230,021 218,615

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 230,021 218,615
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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28年10月１日
　至　平成29年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年10月１日
　至　平成30年３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 323,323 342,538

減価償却費 4,788 10,538

減損損失 97,430 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 466 △84

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,837 △52,313

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △79,750 △45,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,070 △622

工事損失引当金の増減額（△は減少） 1,040 △69,463

受取利息及び受取配当金 △1,297 △1,300

支払利息 4,615 2,688

投資有価証券売却損益（△は益） － △34,810

売上債権の増減額（△は増加） △1,001,092 196,559

未成工事支出金の増減額（△は増加） 354,638 768,966

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △1,094 873

その他の流動資産の増減額（△は増加） 14,624 72,123

仕入債務の増減額（△は減少） 121,299 △63,305

未成工事受入金の増減額（△は減少） 153,936 △893,581

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,498 △41,995

その他 △1,264 711

小計 △54,741 192,521

利息及び配当金の受取額 1,304 1,300

利息の支払額 △4,590 △2,940

法人税等の支払額 △160,734 △28,110

営業活動によるキャッシュ・フロー △218,761 162,771

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 326,163 －

有形固定資産の取得による支出 △43,704 △20,904

無形固定資産の取得による支出 △7,713 －

投資有価証券の売却による収入 － 79,094

貸付金の回収による収入 8,482 1,482

保険積立金の積立による支出 △7,099 △4,356

その他 1,386 3,189

投資活動によるキャッシュ・フロー 277,514 58,505

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 75,000 50,000

長期借入れによる収入 300,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △315,779 △390,446

自己株式の取得による支出 △54 △121,017

配当金の支払額 △98,835 △71,873

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,669 △333,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,084 △112,060

現金及び現金同等物の期首残高 1,120,360 1,365,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,139,444 ※ 1,253,851
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【注記事項】

（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及び電子記録債権

　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当四半期連結会計期間の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間

末日満期手形及び電子記録債権の金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年９月30日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年３月31日）

受取手形 16,828千円 1,390千円

電子記録債権 － 1,400

 

　２　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基

づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年９月30日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年３月31日）

当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円

借入実行残高 － －

差引額 800,000 800,000

 

（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下記のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年10月１日

　　至　平成29年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年10月１日

　　至　平成30年３月31日）

役員報酬 72,058千円 66,592千円

従業員給与手当 154,788 166,255

賞与引当金繰入額 44,072 34,545

退職給付費用 10,790 11,552

法定福利費 34,169 33,398

減価償却費 4,618 9,803

 

※２　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成29年３月31日）及び当第２四半期連結累

計期間（自　平成29年10月１日　至　平成30年３月31日）

　当社グループは、完成工事物件の引渡しが第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集中

するため、四半期連結会計期間の完成工事高及び完成工事原価には季節的変動があります。
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※３　減損損失

　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年10月１日至　平成29年３月31日）において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

 

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

東京都江東区 事業用資産

建物 89,469

有形固定資産（その他） 1,270

無形固定資産（その他） 6,689

 

(2）減損損失に至った経緯

　平成29年２月27日開催の当社取締役会において、当社の新本社屋を本店所在地に建設する決議がされたこ

とに伴い、使用が見込めない等の資産につき帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。なお、当資産の回収可能価額は、解体を前提としているため、各資産を

備忘価額の１円として算定しております。

 

（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は下記の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年10月１日
　至 平成29年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年10月１日
　至 平成30年３月31日）

現金及び預金勘定 1,139,444千円 1,253,851千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 1,139,444 1,253,851

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成29年３月31日）

配当に関する事項

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28年12月22日
定時株主総会

普通株式 98,835 22.0 平成28年９月30日 平成28年12月26日  利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年10月１日　至　平成30年３月31日）

１．配当に関する事項

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29年12月22日
定時株主総会

普通株式 71,873 16.0 平成29年９月30日 平成29年12月25日  利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

（自己株式の取得及び処分）

　平成29年11月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式200,000株の取得を行いました。また、平成

30年１月19日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式15,000株の処分を行って

おります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間末において自己株式は117,093千円となっております。
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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28年10月１日　至　平成29年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益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 建設工事業 設備工事業 合計

売上高      

外部顧客への売上高 4,466,723 353,649 4,820,373 － 4,820,373

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 4,466,723 353,649 4,820,373 － 4,820,373

セグメント利益 365,262 56,065 421,327 3 421,330

　（注）１．セグメント利益の調整額は、固定資産の未実現利益の調整額３千円となっております。

　　　　２．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２四半期連結累計期間（自　平成29年10月１日　至　平成30年３月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注）

四半期連結
損益計算書
計上額 建設工事業 設備工事業 合計

売上高      

外部顧客への売上高 4,382,188 271,133 4,653,322 － 4,653,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 7,857 7,857 △7,857 －

計 4,382,188 278,990 4,661,179 △7,857 4,653,322

セグメント利益 269,537 34,591 304,129 － 304,129

　（注）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２四半期連結累計期間
（自　平成28年10月１日
至　平成29年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年10月１日
至　平成30年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 243円22銭 274円16銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額
（千円）

218,535 239,286

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半
期純利益金額（千円）

218,535 239,286

普通株式の期中平均株式数（株） 898,498 872,798

　（注）１．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。

　　　　２．当社は、平成30年４月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。これに伴

い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定して

おります。
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（重要な後発事象）

（株式併合及び単元株式数の変更）

　当社は、平成29年11月10日開催の取締役会において、平成29年12月22日開催の第62期定時株主総会に、株式併

合に係る議案を付議し、併せて同株主総会において株式併合に係る議案が承認可決されることを条件とした単元

株式数の変更について付議することを決議し、同株主総会において承認可決され、平成30年４月１日でその効力

が発生しております。

 

１．株式の併合

(1）併合の目的

　全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、上場する内国会社の普通株式の売買

単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する会社

として、この趣旨を尊重し、当社普通株式の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数

の変更後においても、東京証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（５万円以上50万円未満）とす

るために、株式の併合を実施するものであります。

 

(2）併合の内容

①　併合する株式の種類

　普通株式

 

②　併合の方法・比率

　平成30年４月１日をもって、平成30年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式につい

て、５株につき１株の割合で併合いたしました。

 

③　併合により減少する株主数

株式併合前の発行済株式総数（平成30年３月31日現在） 4,505,757株

株式併合により減少する株式数 3,604,606株

株式併合後の発行済株式総数 901,151株

（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株

式総数及び併合割合に基づき算出した理論値です。

 

④　１株未満の端数が生じる場合の処理

　株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより、一括して処

分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して端数の割合に応じて交付いたします。

 

(3）１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しており、当該影響については（１株

当たり情報）に記載しております。
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２．単元株式数の変更

(1）変更の理由

　全国証券取引所公表の「売買単位の集約に向けた行動計画」への対応として、単元株式数を1,000株から

100株に変更いたしました。

 

(2）変更の内容

　平成30年４月１日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

 

３．株式併合及び単元株式数の変更の日程

取締役会決議日 平成29年11月10日

定時株主総会決議日 平成29年12月22日

株式併合の効力発生日
平成30年４月１日

単元株式数変更の効力発生日

 

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30年５月11日

株式会社マサル

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 金城　保　　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 早﨑　信　　　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」に掲げられている株式会社マサ

ルの平成29年10月１日から平成30年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成30年１月１日から平

成30年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年10月１日から平成30年３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

　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、株式会社マサル及び連結子会社の平成30年３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おりません。
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