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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２四半期連結累計期間における我が国経済は、一部に弱さがみられるものの、緩やかな回復基調が引き続く

と予想されています。その要因としては雇用・所得環境が改善されたことを受けて個人消費が底堅く推移している

こと、企業収益が堅調に推移していることを背景に設備投資に対する前向きな姿勢が窺えることなどが挙げられて

います。

 しかし、海外経済に目を向けると、特に中国経済の減速が明らかになるにつれ、世界経済全体への負の波及効果

が懸念されていることや欧州・中東における地政学リスクの存在、新興国経済の減速傾向など先行きに対する不透

明感も高まりつつあります。総じて我が国経済の先行きに関しては前述の各種要因の動向に大きく影響を受けると

推察されます。

 当社グループが主に事業を展開している建設業界におきましては、国内需要に関しては、公共投資が減少傾向な

がら引き続き高水準で推移していることや企業の設備投資が増加基調にあることを受け、受注環境の改善が図られ

ています。しかし、一方では依然として技術労働者不足に起因する施工能力の確保が課題となっていること、調達

コストの今後の動向など、予断を許さぬ状況が続いています。

 

 セグメントの業績は次のとおりです。 

 なお、セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

（建設事業） 

 建設事業の業績につきましては、受注高は前年同四半期と比べ31.4％増の460億９千９百万円、売上高は前年同

四半期と比べ7.0％減の320億２千５百万円となり、セグメント利益についても前年同四半期と比べて48.7％減の13

億９千万円となりました。 

 

（ゴルフ場事業） 

 ゴルフ場事業の業績につきましては、売上高は前年同四半期に比べ4.6％減の１億５千８百万円となり、セグメ

ント利益についても前年同四半期に比べて46.9％減の１千５百万円となりました。 

 

（ホテル事業） 

 ホテル事業の業績につきましては、売上高は前年同四半期に比べ18.2％増の９億５千９百万円となり、セグメン

ト利益についても前年同四半期に比べて178.4％増の４千５百万円となりました。 

 

（広告代理店事業） 

 広告代理店事業の業績につきましては、売上高は前年同四半期に比べ14.0％増の８億５千２百万円となり、セグ

メント利益についても前年同四半期と比べて65.8％増の３千６百万円となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度に比べ33億５千４百万円増加の569億５千２百万円とな

っています。主な変動要因としては、完成工事未収入金等の増加によるものです。負債の部に関しては主に支払手

形・工事未払金等の増加により、前連結会計年度末に比べ32億３千３百万円増加の287億９千１百万円となりまし

た。純資産の部に関しては、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ１億２千２百万円増加の281

億６千１百万円となっています。これらにより当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は47.7％となっ

ています。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成27年５月12日に公表いたしました通期の業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成27

年11月11日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（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 

 （企業結合に関する会計基準等の適用）

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しています。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に

反映させる方法に変更しています。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分へ

の表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度

については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っています。

 当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は

売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し

ています。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将

来にわたって適用しています。

 この結果、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は328,461千円減少しています。また、当第

２四半期連結会計期間末の資本剰余金が328,461千円増加しています。
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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27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 11,199,117 12,025,532 

受取手形・完成工事未収入金等 11,781,175 13,919,273 

販売用不動産 3,743,094 3,688,047 

未成工事支出金 2,359,886 908,579 

開発事業等支出金 41,233 41,487 

その他のたな卸資産 83,117 77,302 

繰延税金資産 818,036 419,577 

その他 1,156,782 3,396,609 

貸倒引当金 △73,952 △21,572 

流動資産合計 31,108,488 34,454,834 

固定資産    

有形固定資産    

土地 6,400,896 6,400,896 

その他 17,693,010 17,980,675 

減価償却累計額 △9,737,244 △9,977,802 

有形固定資産合計 14,356,662 14,403,769 

無形固定資産 241,911 233,216 

投資その他の資産    

投資有価証券 6,095,792 6,124,652 

長期貸付金 29,328 29,524 

繰延税金資産 429,921 405,234 

その他 1,368,366 1,332,939 

貸倒引当金 △32,726 △32,330 

投資その他の資産合計 7,890,681 7,860,019 

固定資産合計 22,489,254 22,497,004 

資産合計 53,597,742 56,951,838 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形・工事未払金等 10,941,133 13,136,296 

短期借入金 1,000,000 1,000,000 

未払法人税等 1,071,178 132,543 

未成工事受入金 5,435,345 5,612,639 

引当金 621,240 296,660 

その他 1,550,274 3,816,602 

流動負債合計 20,619,170 23,994,740 

固定負債    

退職給付に係る負債 370,818 320,971 

会員預託金 2,643,400 2,578,600 

繰延税金負債 1,665,705 1,656,633 

その他 259,120 239,864 

固定負債合計 4,939,043 4,796,068 

負債合計 25,558,213 28,790,808 

純資産の部    

株主資本    

資本金 9,116,492 9,116,492 

資本剰余金 5,066,262 5,394,762 

利益剰余金 11,563,201 11,927,320 

自己株式 △1,275,910 △1,279,632 

株主資本合計 24,470,045 25,158,942 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,724,767 1,742,698 

繰延ヘッジ損益 19,128 7,446 

為替換算調整勘定 270,950 374,581 

退職給付に係る調整累計額 △115,658 △103,152 

その他の包括利益累計額合計 1,899,187 2,021,573 

非支配株主持分 1,670,297 980,515 

純資産合計 28,039,529 28,161,030 

負債純資産合計 53,597,742 56,951,838 

 

- 5 -

北野建設㈱（1866）平成28年３月期　第２四半期決算短信



（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４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高    

完成工事高 27,727,493 31,685,101 

兼業事業売上高 8,380,365 2,258,202 

売上高合計 36,107,858 33,943,303 

売上原価    

完成工事原価 25,065,668 28,853,400 

兼業事業売上原価 6,245,131 1,489,694 

売上原価合計 31,310,799 30,343,094 

売上総利益    

完成工事総利益 2,661,825 2,831,701 

兼業事業総利益 2,135,234 768,508 

売上総利益合計 4,797,059 3,600,209 

販売費及び一般管理費 2,007,475 2,111,237 

営業利益 2,789,584 1,488,972 

営業外収益    

受取利息 8,563 24,257 

受取配当金 56,441 64,617 

会員権引取差額 36,876 40,021 

貸倒引当金戻入額 4,069 50,626 

その他 13,749 26,791 

営業外収益合計 119,698 206,312 

営業外費用    

支払利息 50,714 17,439 

為替差損 27,351 - 

その他 865 4,511 

営業外費用合計 78,930 21,950 

経常利益 2,830,352 1,673,334 

特別利益    

固定資産売却益 27,684 - 

負ののれん発生益 48,012 - 

その他 - 707 

特別利益合計 75,696 707 

特別損失    

投資有価証券評価損 8,466 - 

固定資産処分損 1,079 22,622 

特別損失合計 9,545 22,622 

税金等調整前四半期純利益 2,896,503 1,651,419 

法人税、住民税及び事業税 233,187 125,007 

法人税等調整額 833,531 386,295 

法人税等合計 1,066,718 511,302 

四半期純利益 1,829,785 1,140,117 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△20,141 30,893 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,849,926 1,109,224 
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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４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

四半期純利益 1,829,785 1,140,117 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 204,049 18,257 

繰延ヘッジ損益 △3,345 △11,682 

為替換算調整勘定 △132,834 1,565 

退職給付に係る調整額 15,326 12,506 

その他の包括利益合計 83,196 20,646 

四半期包括利益 1,912,981 1,160,763 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,983,687 1,231,609 

非支配株主に係る四半期包括利益 △70,706 △70,846 
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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４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27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 2,896,503 1,651,419 

減価償却費 292,041 326,073 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △26,905 △31,440 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,069 △52,749 

その他の引当金の増減額（△は減少） △172,159 △324,580 

受取利息及び受取配当金 △65,004 △88,873 

支払利息 50,714 17,439 

為替差損益（△は益） 64,754 △32,306 

負ののれん発生益 △48,012 － 

売上債権の増減額（△は増加） 3,824,828 △2,137,608 

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △1,545,358 1,451,054 

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,498,365 61,042 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,976,399 △2,256,661 

仕入債務の増減額（△は減少） △4,485,237 2,194,649 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 537,516 177,294 

その他 2,438,971 2,242,395 

小計 6,280,549 3,197,148 

利息及び配当金の受取額 60,575 88,282 

利息の支払額 △50,714 △17,439 

法人税等の支払額 △427,492 △1,049,676 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,862,918 2,218,315 

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 △116,422 △377,479 

有形固定資産の売却による収入 48,300 － 

投資有価証券の取得による支出 △1,367 △412 

貸付けによる支出 △30,911 △2,272 

貸付金の回収による収入 1,810 1,539 

定期預金の預入による支出 △769,716 △1,010,519 

定期預金の払戻による収入 371,515 819,916 

その他 38,762 25,225 

投資活動によるキャッシュ・フロー △458,029 △544,002 

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） △1,000,000 － 

長期借入金の返済による支出 △4,050,943 － 

自己株式の取得による支出 △2,953 △3,682 

配当金の支払額 △557,563 △741,731 

非支配株主への配当金の支払額 △2,380 △2,380 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 
－ △291,631 

その他 △6,249 1,249 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,620,088 △1,038,175 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91,130 △323 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306,329 635,815 

現金及び現金同等物の期首残高 7,493,118 10,478,700 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,186,789 11,114,515 
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（４）四半期連結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。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26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：千円） 

  報告セグメント 

合計 調整額 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）１   建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業 

広告代理店 
事業 

売上高              

外部顧客への売上高 34,444,545 163,549 806,905 692,859 36,107,858 － 36,107,858 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

360 2,214 4,665 54,251 61,490 △61,490 － 

計 34,444,905 165,763 811,570 747,110 36,169,348 △61,490 36,107,858 

セグメント利益 2,708,344 28,938 16,219 21,734 2,775,235 14,349 2,789,584 

（注）１．セグメント利益の調整額14,349千円は、全てセグメント間取引消去であります。

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います。

 

当第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27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：千円） 

  報告セグメント 

合計 調整額 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）１   建設事業 ゴルフ場事業 ホテル事業 

広告代理店 
事業 

売上高              

外部顧客への売上高 32,024,176 155,560 957,128 806,439 33,943,303 － 33,943,303 

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

449 2,600 1,978 45,176 50,203 △50,203 － 

計 32,024,625 158,160 959,106 851,615 33,993,506 △50,203 33,943,303 

セグメント利益 1,390,237 15,370 45,146 36,025 1,486,778 2,194 1,488,972 

（注）１．セグメント利益の調整額2,194千円は全て、セグメント間取引消去であります。

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います。

 

（重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

 提出会社単独の事業の状況は、以下のとおりです。

 

１．建設事業部門

(1）受注工事高、完成工事高、繰越工事高

期別 区分 
期首繰越工事高 

（千円） 
期中受注工事高 

（千円） 
計 

（千円） 
期中完成工事高 

（千円） 
期末繰越工事高 

（千円） 

 前第２四半期累計期間 

 
（自平成26年４月１日 

至平成26年９月30日） 

建築工事 32,386,901 29,198,516 61,585,417 23,281,872 38,303,545

土木工事 5,660,912 5,887,706 11,548,618 4,445,686 7,102,932

計 38,047,813 35,086,222 73,134,035 27,727,558 45,406,477

 当第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） 

建築工事 45,353,739 41,119,494 86,473,233 27,511,559 58,961,674

土木工事 6,513,705 4,979,791 11,493,496 4,173,696 7,319,800

計 51,867,444 46,099,285 97,966,729 31,685,255 66,281,474

前事業年度 

 

（自平成26年４月１日 

至平成27年３月31日） 

建築工事 32,386,901 59,344,826 91,731,727 46,377,988 45,353,739

土木工事 5,660,912 9,854,168 15,515,080 9,001,375 6,513,705

計 38,047,813 69,198,994 107,246,807 55,379,363 51,867,444

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。

１ 前事業年度以前に受注した工事で契約の変更により請負金額の増減がある場合、期中受注工事高にその増減

額を含めています。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれます。

２ 期末繰越工事高は（期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高）に一致します。

 

(2）受注工事高

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

期別 区分 特命（％） 競争（％） 合計（％）

前第２四半期累計期間

自 平成26年４月１日

至 平成26年９月30日

建築工事 45.1 54.9 100.0

土木工事 11.7 88.3 100.0

計 39.5 60.5 100.0

当第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

建築工事 20.8 79.2 100.0 

土木工事 14.9 85.1 100.0 

計 20.2 79.8 100.0 

（注） 百分比は請負金額比です。
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(3）完成工事高

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

前第２四半期累計期間

自 平成26年４月１日

至 平成26年９月30日

建築工事 1,941,691 21,340,181 23,281,872

土木工事 3,049,191 1,396,495 4,445,686

計 4,990,882 22,736,676 27,727,558

当第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

建築工事 6,864,256 20,647,303 27,511,559

土木工事 2,982,906 1,190,790 4,173,696

計 9,847,162 21,838,093 31,685,255

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。

 

(4）繰越工事高（平成27年９月30日現在）

区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

建築工事 19,395,741 39,565,933 58,961,674

土木工事 5,851,058 1,468,742 7,319,800

計 25,246,799 41,034,675 66,281,474

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。

 

２．開発事業部門

(1）売上高

区分

前第２四半期累計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

当第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

件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

土地 4 3,492,052 1 13,331

建物 3 2,875,537 1 39,779

不動産賃貸収入他 16 349,758 15 286,259

計 23 6,717,347 17 339,369

 （注） 上記金額には消費税等は含まれていません。
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