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1.  平成25年9月期第3四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年9月期第3四半期 4,901 △9.2 △9 ― △8 ― 0 △99.8
24年9月期第3四半期 5,399 3.7 130 △61.5 135 △60.8 133 △76.5

（注）包括利益 25年9月期第3四半期 49百万円 （△61.9％） 24年9月期第3四半期 129百万円 （△77.2％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年9月期第3四半期 0.02 ―
24年9月期第3四半期 17.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第3四半期 9,677 5,931 61.3
24年9月期 9,777 5,920 60.5
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  5,931百万円 24年9月期  5,920百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年9月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年9月期 ― 0.00 ―
25年9月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,315 6.0 139 296.9 134 224.0 120 153.4 15.82



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があり
ます。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期3Q 7,600,000 株 24年9月期 7,600,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期3Q 10,499 株 24年9月期 10,090 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期3Q 7,589,726 株 24年9月期3Q 7,589,910 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

                

コーアツ工業㈱　(1743)　平成25年９月期第３四半期決算短信

- 1 -



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要や経済政策の期待感による円安や株

式市場の回復などにより、緩やかな景気回復持ち直しの動きが見られましたが、欧州債務危機や中国での内外景気鈍

化など先行き不透明な状況が続いております。  

 建設業界におきましては、東日本大震災の復興関連事業や耐震補強事業等で回復が見込まれますが、受注物件の獲

得競争や労務費・材料費の高騰等が影響しており厳しい受注環境が続いております。 

 このような中、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ。）は当期経営基本方針として「全社員一丸となっ

て、受注体制や施工体制、管理体制を再構築して収益性を高め、企業価値の向上を図る。」を掲げ、鋭意努力してま

いりましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は、49億１百万円と前年同四半期に比し４億97百万円（9.2%減）

減少しました。また、工事原価の圧縮、販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、完成工事高の減少に

より経常損失８百万円となり前年同四半期に比し１億43百万円減少（前年同四半期は経常利益１億35百万円）、四半

期純利益は０百万円と前年同四半期に比し１億33百万円（99.8%減）減少しました。 
  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ａ.建設事業  

 当第３四半期連結累計期間における建設事業の完成工事高は、38億78百万円（前年同四半期比10.5%減）とな

りました。主な完成工事は、鹿児島県 道路整備（交付金）工事（百引拡幅１工区）５億13百万円(うち当連結

累計期間完成工事高１億６百万円)、国土交通省 平成24年度豊見城高架橋上部工（下りＰ７～Ｐ13）工事 ２

億82百万円(うち当連結累計期間完成工事高２億82百万円)等であります。完成工事高の減少に伴い営業利益は

１億63百万円（前年同四半期比52.9%減）となりました。    
    

   ｂ.コンクリート製品事業 

 当第３四半期連結累計期間におけるコンクリート製品事業の売上高は、９億12百万円（前年同四半期比4.0%

減）となりました。製造原価の削減により営業利益は33百万円（前年同四半期比115.5%増）となりました。 
  

   ｃ.不動産賃貸事業 

 当第３四半期連結累計期間における不動産賃貸事業の売上高は、66百万円（前年同四半期比29.7%減）となり

ました。売上高の減少により営業利益は28百万円（前年同四半期比28.7%減）となりました。 
    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は96億77百万円で、前連結会計年度末に比し１億０百万円減少しま

した。主な要因は現金預金が76百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が１億64百万円減少したこ

とによるものであります。  

 負債は37億45百万円で、前連結会計年度末に比し１億11百万円減少しました。主な要因は未成工事受入金の減少

額１億15百万円によるものであります。  

 純資産は59億31百万円で、前連結会計年度末に比し11百万円増加しました。主な要因は利益剰余金が37百万円減

少したものの、その他有価証券評価差額金が49百万円増加したことによるものであります。  
    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年９月の業績予想につきましては、平成24年11月９日に公表しました「平成24年９月期 決算短信」にお

ける業績予想に変更はありません。  

 業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。  
  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 
    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 
    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 736,078 812,734

受取手形・完成工事未収入金等 1,215,607 1,050,962

販売用不動産 96,079 110,474

未成工事支出金 262,425 251,839

商品及び製品 134,904 158,792

仕掛品 3,029 3,953

材料貯蔵品 25,668 21,991

その他 151,791 130,254

貸倒引当金 △3,058 △4,275

流動資産合計 2,622,527 2,536,727

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,262,740 1,223,335

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 228,821 238,320

土地 4,316,018 4,271,623

建設仮勘定 22,802 23,267

有形固定資産合計 5,830,383 5,756,546

無形固定資産 37,512 35,280

投資その他の資産   

投資有価証券 953,045 1,029,113

その他 599,894 584,226

貸倒引当金 △266,147 △264,726

投資その他の資産合計 1,286,793 1,348,613

固定資産合計 7,154,689 7,140,440

資産合計 9,777,216 9,677,168
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,349,023 1,448,438

短期借入金 349,184 442,384

未払法人税等 23,612 15,526

未成工事受入金 427,849 312,010

完成工事補償引当金 3,000 4,500

工事損失引当金 20,960 19,150

賞与引当金 23,130 17,667

その他 571,592 364,351

流動負債合計 2,768,354 2,624,028

固定負債   

長期借入金 1,032,301 1,043,613

その他 56,508 78,152

固定負債合計 1,088,809 1,121,765

負債合計 3,857,164 3,745,794

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,319,000 1,319,000

資本剰余金 1,278,500 1,278,500

利益剰余金 3,315,824 3,278,083

自己株式 △3,243 △3,320

株主資本合計 5,910,081 5,872,263

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,971 59,110

その他の包括利益累計額合計 9,971 59,110

純資産合計 5,920,052 5,931,374

負債純資産合計 9,777,216 9,677,168
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,399,431 4,901,735

売上原価 4,732,949 4,396,275

売上総利益 666,482 505,459

販売費及び一般管理費 536,181 514,722

営業利益又は営業損失（△） 130,301 △9,263

営業外収益   

受取利息 194 135

受取配当金 5,797 6,281

受取賃貸料 5,886 7,194

補助金収入 12,818 5,309

その他 5,873 6,498

営業外収益合計 30,570 25,419

営業外費用   

支払利息 22,527 19,180

その他 3,143 5,121

営業外費用合計 25,670 24,302

経常利益又は経常損失（△） 135,200 △8,146

特別利益   

固定資産売却益 － 18,645

特別利益合計 － 18,645

特別損失   

固定資産除却損 199 815

特別損失合計 199 815

税金等調整前四半期純利益 135,001 9,683

法人税、住民税及び事業税 14,074 14,707

法人税等調整額 △12,352 △5,232

法人税等合計 1,722 9,475

少数株主損益調整前四半期純利益 133,278 208

四半期純利益 133,278 208
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 133,278 208

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,824 49,139

その他の包括利益合計 △3,824 49,139

四半期包括利益 129,454 49,348

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 129,454 49,348

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。  

   

〔セグメント情報〕  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年10月１日 至平成24年６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  

（注）1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品事業等を含んでおりま

す。 

 2.セグメント利益調整額△270,048千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれておりま

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等であります。 

3.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。  
  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年10月１日 至平成25年６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 

（注）1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品事業等を含んでおりま

す。 

2.セグメント利益調整額△241,171千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれており

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等であります。 

3.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又は営業損失(△)と調整しております。
  

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。  

   

 該当事項はありません。      

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント   

調整額 
（注）２ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）３  

建設事業 
コンクリー
ト製品事業 

不動産賃貸
事業  

計 

その他 
（注）１ 

  

売上高             

外部顧客への売上高  4,334,613  950,462  94,192  5,379,268  20,162  －  5,399,431
セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  149,557  983  150,541  3,015  △153,556  －

計  4,334,613  1,100,020  95,175  5,529,809  23,178  △153,556  5,399,431

セグメント利益  347,087  15,626  39,986  402,700  △2,350  △270,048  130,301

  （単位：千円）

  

報告セグメント   

調整額 
（注）２ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）３  建設事業 

コンクリー
ト製品事業 

不動産賃貸
事業  

計 

その他 
（注）１ 

  

売上高             

外部顧客への売上高  3,878,494  912,813  66,248  4,857,557  44,177  －  4,901,735
セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  92,841  983  93,825  1,999  △95,824  －

計  3,878,494  1,005,655  67,232  4,951,382  46,177  △95,824  4,901,735

セグメント利益又は損

失（△） 
 163,574  33,679  28,497  225,751  6,156  △241,171  △9,263

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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