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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77期

第２四半期
連結累計期間

第78期
第２四半期
連結累計期間

第77期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (百万円) 64,065 58,576 134,859

経常利益 (百万円) 2,906 1,694 7,382

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,914 1,138 5,109

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 1,659 990 4,151

純資産額 (百万円) 36,984 39,504 39,473

総資産額 (百万円) 117,245 118,953 121,804

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 99.60 59.49 266.39

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.5 33.2 32.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,407 △8,990 △2,679

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,482 △1,765 △1,602

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,844 8,543 4,362

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 14,936 20,832 23,050
 

 

回次
第77期

第２四半期
連結会計期間

第78期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期
純利益

(円) 83.32 29.60
 

(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）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

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

関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

 

 「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

 

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ない。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ない。

 なお、重要事象等は存在していない。

 

２ 【経営者による財政状態、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、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

 

　(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除され徐々

に経済活動が再開されたものの、感染者数が再び増加に転じる等、新型コロナウイルス感染症の終息までの見通

しは立っておらず、今後の経済への影響についての予測が困難な状況が続いている。国内建設市場においても、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による民間投資マインドの低下が引き続き見られ、先行き厳しい見通しと

なっている。

このような状況のもと、当社グループの財政状態及び経営成績は以下のとおりとなった。

なお、当第２四半期連結会計期間末現在における新型コロナウイルス感染症が当社グループの業績等に与える

影響等については、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　追加情報」に記載の通りであ

る。

 
（財政状態）

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、資産は、事業用不動産投資等による現金預金22億円の減少、ＪＶ

工事支出金他社出資分の回収等による流動資産その他21億円の減少等及び不動産開発仕掛額の増加等による開発

事業等支出金等11億円の増加等これらに起因する流動資産の減少並びに有形固定資産10億円の増加等に起因する

固定資産の増加により、前連結会計年度末比28億円減の1,189億円となった。

負債は、支払手形・工事未払金等61億円の減少、ＪＶ工事代金の他社配分等による預り金35億円の減少、前期

末計上分未払法人税等の納付等による流動負債その他17億円の減少等並びにタームローンのリファイナンスによ

る短期から長期への振替えを除いた借入金95億円の純増等により、前連結会計年度末比28億円減の794億円と

なった。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益11億円の計上及び2020年３月期株式配当金９億円の支払い並び

にその他有価証券評価差額金１億円の減少等により、前連結会計年度末比31百万円増の395億円となった。

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.8ポイント増の33.2％となった。

今後も自己資本の充実を図りつつ新規事業を含めた事業投資を行うことで、将来的な収益基盤の拡充に向けた

戦略推進を加速させていく。

 
（経営成績）

　当第２四半期連結累計期間の連結業績については、売上高は585億円（前年同四半期連結累計期間比8.6％

減）、営業利益は19億円（前年同四半期連結累計期間比38.3％減）、経常利益は16億円（前年同四半期連結累計

期間比41.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億円（前年同四半期連結累計期間比40.6％減）と

なった。

なお、当社グループの売上高は、下半期、特に第４四半期連結会計期間に集中する傾向があることから、業績

に季節的変動がある。

　

EDINET提出書類

飛島建設株式会社(E00063)

四半期報告書

 3/23



 

報告セグメント別の業績は、次のとおりである。

　

(土木事業)

土木事業については、完成工事高は334億円(前年同四半期連結累計期間比10.6％減)、セグメント利益は29

億円（前年同四半期連結累計期間比14.3％減）となった。

 
(建築事業)

建築事業については、事業戦略上の一時的な先行投資等（デジタルトランスフォーメーション等）に伴う

コストの増加等により、完成工事高は215億円(前年同四半期連結累計期間比6.3％減)、セグメント損益は１

億円の損失（前年同四半期連結累計期間は６億円の利益）となった。

 
(開発事業等)

開発事業等については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に伴う一部連結子会社の売上高減があっ

たものの、Ｍ＆Ａ費用の減少等により、開発事業等売上高は35億円(前年同四半期連結累計期間比2.6％減)、

セグメント利益は１億円（前年同四半期連結累計期間比57.2％増）となった。

 
（注） 報告セグメント別の記載において、売上高については「外部顧客への売上高」の金額を記載しており、

セグメント損益について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。
　

　(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。）の四半期末残高は、

前連結会計年度末に比べ22億円減少し、208億円となった。

　

(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るキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に

比較して未収入金の減少等の資金増加項目はあるものの、主に不動産開発仕掛額の増加等による開発事業等

支出金等の増加11億円（前年同四半期連結累計期間は７億円の減少）及び仕入債務の減少61億円（前年同四

半期連結累計期間は48億円の減少）、ＪＶ工事代金の他社配分等による預り金の減少35億円（前年同四半期

連結累計期間は15億円の増加）等といった資金減少項目等により89億円の資金減少（前年同四半期連結累計

期間は104億円の資金減少）となった。

 
(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るキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支

出14億円（前年同四半期連結累計期間は３億円）等により17億円の資金減少（前年同四半期連結累計期間は

34億円の資金減少）となった。

 
(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るキャッシュ・フローは、短期借入金の純増81億円（前

年同四半期連結累計期間は84億円）、長期借入れによる収入119億円（前年同四半期連結累計期間は５億円）

及び長期借入金の返済による支出105億円（前年同四半期連結累計期間は20億円）等により85億円の資金増加

（前年同四半期連結累計期間は58億円の資金増加）となった。

 

　(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ない。

 

　(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費は286百万円であった。

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について重要な変更はない。
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３ 【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。
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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)
(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年11月13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 19,310,436 19,310,436
東京証券取引所
市場第一部

 単元株式数 100株

計 19,310,436 19,310,436 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

該当事項なし

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

 

該当事項なし

 

(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】

 

該当事項なし

 

(4) 【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
(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)

2020年７月１日～
2020年９月30日

― 19,310,436 ― 5,519 ― 2,980
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(5) 【大株主の状況】

2020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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社日本カストディ銀行（信

託口）
東京都中央区晴海１－８－12 1,504 7.82

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 1,190 6.19

トビシマ共栄会 東京都港区港南１－８－15 903 4.70

山内 正義 千葉県浦安市 424 2.21

飛島建設株式会社自社株投資会 東京都港区港南１－８－15 390 2.03

株式会社日本カストディ銀行（信

託口５）
東京都中央区晴海１－８－12 382 1.99

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ Ｎ

ＯＲＷＡＹ

（常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

BANKPLASSEN 2,0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO

 

（東京都新宿区新宿６－27－30）

372 1.94

ＲＥ ＦＵＮＤ １０７－ＣＬＩ

ＥＮＴ ＡＣ

 （常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT

KW 13001

 

（東京都新宿区新宿６－27－30）

297 1.55

株式会社日本カストディ銀行（信

託口６）
東京都中央区晴海１－８－12 201 1.05

ＢＢＨ ＬＵＸ／ＤＡＩＷＡ Ｓ

ＢＩ ＬＵＸ ＦＵＮＤＳ ＳＩ

ＣＡＶ － ＤＳＢＩ ＪＡＰＡ

Ｎ ＥＱＵＩＴＹ ＳＭＡＬＬ 

ＣＡＰ ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＶＡ

ＬＵＥ

（常任代理人株式会社三井住友銀

行）

80 ROUTE D'ESCH LUXEMBOURG LUXEMBOURG

L-1470

 

 

 

（東京都千代田区丸の内１－３－２）

200 1.04

計 ― 5,867 30.50
 

(注) １ 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式73,116株を控除して計算して

いる。なお、当該自己株式には、株式給付信託（ＢＢＴ）にかかる信託口が保有する当社株式102,900株を含め

ていない。
 

    ２ 2020年４月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2020年４月15日現在で以下の

株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年９月30日現在における実質所有株式数の確

認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

三井住友トラスト・アセッ
トマネジメント株式会社

東京都港区芝公園１－１－１ 960 4.97

日興アセットマネジメント
株式会社

東京都港区赤坂９－７－１ 212 1.10

計 ― 1,173 6.08
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３ 2020年９月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、スパークス・アセット・マネジメン

ト株式会社が2020年９月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年

９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

スパークス・アセット・マ
ネジメント株式会社

東京都港区港南１－２－70 706 3.66
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020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

73,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 18,672,500 186,725 ―

単元未満株式 普通株式 564,936 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  19,310,436 ― ―

総株主の議決権 ― 186,725 ―
 

(注) １ 「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100株（議決権１個）及び株式給付

信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式が102,900株（議決権1,029個）含まれている。

        また、「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10株含まれている。

２ 「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式が116株含まれているが、当該自己株式数は株式名簿上の株

式数であり、実質的に所有していない株式が80株ある。

 

② 【自己株式等】

2020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(％)

(自己保有株式)
飛島建設株式会社

東京都港区港南１－８－15 73,000 ― 73,000 0.38

計 ― 73,000 ― 73,000 0.38
 

(注) 株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式102,900株は、上記自己保有株式に含まれていない。

 

２ 【役員の状況】

 

該当事項なし
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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(2020年７月１日から2020年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツ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
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 23,245 21,023

  受取手形・完成工事未収入金等 56,007 55,239

  有価証券 1,512 1,512

  販売用不動産 1,537 920

  未成工事支出金等 1,600 2,005

  開発事業等支出金等 4,537 5,686

  その他 8,943 6,834

  貸倒引当金 △5 △3

  流動資産合計 97,379 93,218

 固定資産   

  有形固定資産 17,845 18,900

  無形固定資産 878 857

  投資その他の資産   

   その他 5,900 6,177

   貸倒引当金 △200 △200

   投資その他の資産合計 5,699 5,976

  固定資産合計 24,424 25,735

 資産合計 121,804 118,953
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 31,804 25,684

  短期借入金 ※１  16,656 14,615

  未成工事受入金 5,342 4,422

  預り金 19,447 15,872

  完成工事補償引当金 248 252

  工事損失引当金 339 308

  その他 4,507 2,794

  流動負債合計 78,346 63,950

 固定負債   

  長期借入金 3,241 ※２  14,815

  役員株式給付引当金 14 17

  役員退職慰労引当金 55 57

  退職給付に係る負債 130 79

  その他 542 528

  固定負債合計 3,984 15,498

 負債合計 82,330 79,449

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,519 5,519

  資本剰余金 6,240 6,238

  利益剰余金 27,864 28,040

  自己株式 △579 △575

  株主資本合計 39,044 39,223

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 735 551

  為替換算調整勘定 3 0

  退職給付に係る調整累計額 △318 △278

  その他の包括利益累計額合計 420 273

 非支配株主持分 7 7

 純資産合計 39,473 39,504

負債純資産合計 121,804 118,953
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高   

 完成工事高 60,421 55,027

 開発事業等売上高 3,643 3,549

 売上高合計 64,065 58,576

売上原価   

 完成工事原価 53,727 49,716

 開発事業等売上原価 2,972 3,093

 売上原価合計 56,700 52,810

売上総利益   

 完成工事総利益 6,694 5,310

 開発事業等総利益 670 455

 売上総利益合計 7,365 5,766

販売費及び一般管理費 ※１  4,274 ※１  3,859

営業利益 3,090 1,907

営業外収益   

 雇用調整助成金 - 50

 その他 41 78

 営業外収益合計 41 129

営業外費用   

 支払利息 111 120

 シンジケートローン手数料 39 149

 その他 75 72

 営業外費用合計 225 341

経常利益 2,906 1,694

特別利益   

 退職給付制度終了益 48 -

 その他 3 -

 特別利益合計 51 -

特別損失   

 固定資産売却損 - 5

 投資有価証券評価損 8 -

 その他 0 1

 特別損失合計 9 6

税金等調整前四半期純利益 2,948 1,688

法人税、住民税及び事業税 556 545

法人税等調整額 477 4

法人税等合計 1,033 550

四半期純利益 1,914 1,138

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,914 1,138
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,914 1,138

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △241 △184

 為替換算調整勘定 △1 △3

 退職給付に係る調整額 △12 40

 その他の包括利益合計 △255 △147

四半期包括利益 1,659 990

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,659 990

 非支配株主に係る四半期包括利益 0 △0
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 2,948 1,688

 減価償却費 393 426

 のれん償却額 34 34

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △1

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △67 △30

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △449 △211

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △4 -

 受取利息及び受取配当金 △23 △22

 支払利息 111 120

 為替差損益（△は益） 29 1

 雇用調整助成金 - △50

 売上債権の増減額（△は増加） △6,790 751

 販売用不動産の増減額（△は増加） △1,100 617

 未成工事支出金等の増減額（△は増加） 123 △432

 開発事業等支出金等の増減額（△は増加） 701 △1,149

 未収消費税等の増減額（△は増加） △2,053 118

 未収入金の増減額（△は増加） 1,034 2,093

 その他の資産の増減額（△は増加） △28 △104

 仕入債務の増減額（△は減少） △4,863 △6,103

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,389 △919

 開発事業等受入金の増減額（△は減少） 809 △784

 預り金の増減額（△は減少） 1,537 △3,575

 未払消費税等の増減額（△は減少） △473 60

 その他の負債の増減額（△は減少） △220 △287

 その他 25 14

 小計 △9,721 △7,744

 利息及び配当金の受取額 22 21

 利息の支払額 △113 △116

 雇用調整助成金の受取額 - 30

 法人税等の支払額 △595 △1,181

 営業活動によるキャッシュ・フロー △10,407 △8,990
 

 

EDINET提出書類

飛島建設株式会社(E00063)

四半期報告書

14/23



 

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 △10,000 △7,000

 有価証券の償還による収入 7,500 7,000

 有形固定資産の取得による支出 △322 △1,461

 無形固定資産の取得による支出 △25 △73

 投資有価証券の取得による支出 △2 △259

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△1,372 -

 貸付けによる支出 △4 △1

 貸付金の回収による収入 555 17

 その他 188 14

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,482 △1,765

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） 8,426 8,161

 長期借入れによる収入 575 11,910

 長期借入金の返済による支出 △2,046 △10,538

 配当金の支払額 △962 △961

 その他 △149 △27

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,844 8,543

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,076 △2,217

現金及び現金同等物の期首残高 23,013 23,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,936 20,832
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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)

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

該当事項なし

 

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

該当事項なし

 

(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 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

該当事項なし

 

(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

（取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要）

 １ 取引の概要

当社は、取締役（社外取締役を除く）を対象に業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit

Trust））」（以下「本制度」という。）を2019年度より導入している。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及

び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主

の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上とそれによる企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的

としている。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信

託」という。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社

株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）が本信託を通じて給付される業績連動型株

式報酬制度である。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となる。

 ２ 信託に残存する当社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度119百万円（107千株）、当第２四半

期連結会計期間115百万円（102千株）である。

 
（新型コロナウイルス感染症の影響）

新型コロナウイルス感染症の影響の考え方については、先行き不透明な状況が続いているものの、当社グループ

の工事収益等に与える影響額については軽微であるとの仮定に基づいて会計上の見積りを行っており、当該仮定に

ついては、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はない。

ただし、新型コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多いことから、当社グループの将来の業績等に影

響を及ぼす可能性がある。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１ ※１、※２ シンジケーション方式タームローン契約

前連結会計年度（2020年３月31日）

当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約（総額10,000百万円）を締結しているが、当該

契約には、下記の通り財務制限条項が付されている。
　

① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年３月決算期末日における連

結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の

部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

② 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年３月決算期末日における単

体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の

部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにする

こと。

④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにする

こと。

 
当第２四半期連結会計期間（2020年９月30日）

当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約（総額10,000百万円）を締結しているが、当該

契約には、下記の通り財務制限条項が付されている。
　

① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年３月決算期末日における連

結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の

部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

② 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年３月決算期末日における単

体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の

部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにする

こと。

④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、２期連続して損失とならないようにする

こと。

　

２ 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うため取引銀行５行とコミットメントライン契約を締結してい

る。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりであ

る。　

  
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

契約極度額 10,000百万円 10,000百万円

借入金実行残高 ― ― 

差引額 10,000 10,000 
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(四半期連結損益計算書関係)

１ ※１ このうち、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 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

役員株式給付引当金繰入額 4百万円 9百万円

従業員給料手当 1,704  1,686 

退職給付費用 38 54 

役員退職慰労引当金繰入額 ― 2 
 

　

２ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) 及び当第２四半期連結累計期間(自 2020年４

月１日　至 2020年９月30日)

   当社グループの完成工事高は、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。

 

(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 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金預金勘定 13,750百万円 21,023百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△308 △182 

株式給付信託別段預金
（ＢＢＴ）

△6 △8 

取得日から３か月以内に償還
期限の到来する短期投資
（有価証券）

1,500 ― 

現金及び現金同等物 14,936 20,832 
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019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

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 962 50.00 2019年３月31日 2019年６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

該当事項なし

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020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

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 961 50.00 2020年３月31日 2020年６月29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

該当事項なし
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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 2019年４月１日 至 2019年９月30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：百万円）

 土木事業 建築事業 開発事業等 計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

売上高       

  外部顧客への売上高 37,455 22,966 3,643 64,065 ― 64,065

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― ― 70 70 △70 ―

計 37,455 22,966 3,714 64,135 △70 64,065

セグメント利益 3,398 649 86 4,134 △1,043 3,090
 

(注) １ セグメント利益の調整額△1,043百万円には、セグメント間取引消去△70百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△973百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費で

ある。

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いる。

　

　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

(固定資産に係る重要な減損損失)

　該当事項なし
 

(のれんの金額の重要な変動)

　重要な変動なし
 

(重要な負ののれん発生益)

　該当事項なし
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30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：百万円）

 土木事業 建築事業 開発事業等 計
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

売上高       

  外部顧客への売上高 33,498 21,528 3,549 58,576 ― 58,576

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― ― 61 61 △61 ―

計 33,498 21,528 3,611 58,638 △61 58,576

セグメント損益 2,913 △117 135 2,932 △1,024 1,907
 

(注) １ セグメント損益の調整額△1,024百万円には、セグメント間取引消去△61百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△963百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費で

ある。

２ セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

　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

(固定資産に係る重要な減損損失)

　該当事項なし
 

(のれんの金額の重要な変動)

　重要な変動なし
 

(重要な負ののれん発生益)

　該当事項なし

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

 １株当たり四半期純利益 99.60円 59.49円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 1,914 1,138

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益（百万円）

1,914 1,138

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,222 19,133
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めている。

  なお、自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間88千株、当第２四半期連結累計期間177千株

であり、このうち株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計

期間20千株、当第２四半期連結累計期間105千株である。

　

２ 【その他】

 

該当事項なし
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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
 

 

 

2020年11月12日

飛 島 建 設 株 式 会 社

 取  締  役  会  御中
 

 
有限責任監査法人 トーマツ

 東 京 事 務 所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡   本   健 一 郎 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 草   野   耕   司 印

 

 

監査人の結論

　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」に掲げられている飛島建設株式会

社の2020年４月１日から2021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（2020年７月１日から2020年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020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。

　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、飛島建設株式会社及び連結子会社の2020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全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　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。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。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。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

　

利害関係

　会社及び連結子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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