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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期累計期間の受注高は、5,347 百万円と前年同期に比べ 384 百万円減となりましたが、港湾

インフラ整備案件の受注は引き続き堅調に推移しております。売上高は、3,617 百万円と工事の立ち上が

りが早かった前年同期と比べ 381 百万円の減となり、一昨年と同ペースの売上進捗となりました。 

この結果、受注残高は、期首より 1,730 百万円増加し、前年同期並みの 3,734 百万円を確保しました。 

 損益面では、売上高が第３四半期及び第４四半期会計期間に偏る事業特性から、当第２四半期累計期

間の経常損失は 148 百万円（前年同期は 174 百万円の損失）、四半期純損失は 115 百万円（前年同期は 126

百万円の損失）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 1,129 百万円減の 8,850 百万

円となりました。主な減少要因は受取手形、完成工事未収入金及び売掛金の減 1,373 百万円、及び現金

預金の減 472 百万円であり、主な増加要因は、未成工事支出金の増 321 百万円、関係会社預け金の増 109

百万円、並びに流動資産その他に含まれる仮払消費税の増 100 百万円であります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ 762 百万円減の 2,437 百万円となりました。主な減少要因

は支払手形及び工事未払金の減 546 百万円、及び流動負債その他に含まれる未払法人税等及び未払消費

税等の減 345 百万円であります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ 367 百万円減の 6,412 百万円となりました。主な減少要

因は、配当金の支払い 258 百万円並びに四半期純損失 115 百万円による利益剰余金の減 373 百万円であ

ります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末に比べ 363 百

万円減の 3,789 百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減の主な要因は以下のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動で使用した資金は 70 百万円（前年同期は 802 百万円の獲得）となりました。資金の主な減少

要因は、仕入債務の減 544 百万円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増 444 百万円、法人税等

の支払 224 百万円、並びに税引前四半期純損失 149 百万円であり、主な増加要因は、売上債権の減 1,373

百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動に使用した資金は 34 百万円（前年同期は 44 百万円の使用）となりました。主な使途は事業

活動に必要な有形固定資産の取得であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は 258 百万円（前年同期は 233 百万円の使用）で、主に配当金の支払いによ

るものであります。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 28 年８月８日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 （原価差異の繰延処理） 

定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定さ

れており、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰

り延べております。 

 

 （税金費用の計算） 

税金費用につきましては、当第２四半期会計期間を含む事業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する方

法によっております。 

 

（２）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） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実

務対応報告第 32 号 平成 28 年６月 17 日）を第１四半期会計期間に適用し、平成 28 年４月１日以後に

取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、当第２四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額は軽微であります。 

 

（３）追加情報 

 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26 号 平成 28 年３月 28

日）を第１四半期会計期間から適用しております。 

 

 

㈱ナカボーテック(1787)　平成29年3月期　第2四半期短信(非連結)

3



㈱ナカボーテック(1787)　平成29年3月期　第2四半期短信(非連結)

4



㈱ナカボーテック(1787)　平成29年3月期　第2四半期短信(非連結)

5



㈱ナカボーテック(1787)　平成29年3月期　第2四半期短信(非連結)

6



㈱ナカボーテック(1787)　平成29年3月期　第2四半期短信(非連結)

7



   
 

 

 

 

（４）四半期財務諸表に関する注記事項 

 

（継続企業の前提に関する注記） 

   該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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４．補足情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 4,950,737 86.4 4,590,342 85.8 △ 360,395 9,142,991 84.6

製品等販売部門 781,802 13.6 757,278 14.2 △ 24,523 1,667,779 15.4

5,732,539 100.0 5,347,620 100.0 △ 384,919 10,810,771 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 3,445,154 86.2 3,060,198 84.6 △ 384,955 9,327,528 86.0

製品等販売部門 553,834 13.8 557,072 15.4 3,238 1,519,032 14.0

3,998,988 100.0 3,617,271 100.0 △ 381,717 10,846,560 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 3,416,576 90.5 3,256,600 87.2 △ 159,976 1,726,456 86.2

製品等販売部門 356,695 9.5 477,681 12.8 120,985 277,475 13.8

3,773,272 100.0 3,734,281 100.0 △ 38,990 2,003,931 100.0合　　　　　　計

前第２四半期累計期間

（自　平成27年4月1日

　至　平成27年9月30日）

金　　　額 構成比

（自　平成27年4月1日

金　　　額

前第２四半期累計期間

合　　　　　　計

合　　　　　　計

　至　平成27年9月30日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成28年9月30日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成28年4月1日

金　　　額

　至　平成28年9月30日）

（自　平成27年4月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第２四半期累計期間

（自　平成28年4月1日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

金　　　額

（平成28年3月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成28年3月31日）

（自　平成27年4月１日

　至　平成28年3月31日）

当第２四半期累計期間

（平成27年9月30日） （平成28年9月30日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比
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