
平成30年６月５日

各 位

会 社 名 世紀東急工業株式会社

代表者名 取締役社長 佐藤俊昭

（コード番号1898 東証第１部）

問合せ先 財務部長 川野隆紀

Ｔ Ｅ Ｌ 03－3434－3256

(訂正・数値データ訂正)「平成30年３月期 第２四半期決算短信

〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成29年11月７日に開示いたしました「平成30年３月期 第２四半期決算短信〔日本基

準〕(連結)」の一部を訂正いたしましたのでお知らせいたします。

また、数値データにも訂正がありましたので修正後の数値データも送信いたします。

記

１．訂正の内容および理由

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（平成30年６月５日）付「過年度に係る有価証券報

告書等の訂正報告書の提出および過年度に係る決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示して

おりますのでご参照ください。

２．訂正箇所

なお、訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後および訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には

下線を付して表示しております。

以 上
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（訂正後）

平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成29年11月7日

上場会社名 世紀東急工業株式会社 上場取引所 東

コード番号 1898 URL http://www.seikitokyu.co.jp

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）佐藤 俊昭

問合せ先責任者 （役職名）財務部長 （氏名）川野 隆紀 TEL 03-3434-3256

四半期報告書提出予定日 平成29年11月8日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）
(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 29,627 25.1 1,298 △14.5 1,289 △14.4 △1,567 ―

29年3月期第2四半期 23,683 △7.0 1,519 25.7 1,506 26.3 1,331 26.6

（注） 包括利益 30年3月期第2四半期△1,415百万円（ ―％） 29年3月期第2四半期 1,465百万円（30.6％）

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

30年3月期第2四半期 △38.84 ―

29年3月期第2四半期 32.99 ―

(2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年3月期第2四半期 64,179 23,971 37.4 593.84

29年3月期 66,444 26,072 39.2 645.90

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 23,971百万円 29年3月期 26,072百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

（注）平成29年３月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 特別配当７円00銭

平成30年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当10円00銭

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 88,000 25.6 6,200 △3.3 6,200 △2.2 2,700 △52.0 66.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※注記事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4)発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期2Q 40,414,407株 29年3月期 40,414,407株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 48,093株 29年3月期 47,808株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 40,366,484株 29年3月期2Q 40,366,940株

　

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在してい

るため、実際の業績等は予想数値と異なる可能性があります。業績予想につきましては、添付資料３ページ「連結業績

予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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(参考) 平成30年３月期の個別業績予想（平成29年４月1日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

通期 83,000 25.7 5,800 △0.5 2,500 △52.5 61.93

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

　

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在してい

るため、実際の業績等は予想数値と異なる可能性があります。
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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わが国経済は、企業収益の拡大を背景に設備投資が増加し、また個人消費に

ついても持ち直しの動きがみられるなど、景気は総じて緩やかな回復基調を辿りました。

道路建設業界におきましては、公共投資、民間の建設投資ともに堅調に推移したものの、アスファルトをはじめ

とする原材料価格が上昇傾向を示すなど、予断を許さない事業環境となりました。

このような情勢のもと、当社グループでは、中期経営計画（2014年度～2017年度）に基づき、引き続き、収益の

源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進に全力を挙げて取り組むとともに、数年先、そしてその先の将

来においてもステークホルダーの皆様から「選ばれ続ける企業へ」の変貌を目指し、「成長基盤の構築に向けた事

業構造の改革と経営基盤のさらなる強化」を推し進めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産事業等売上高を含む）は394

億68百万円（前年同期比2.5％増）、工事の施工が順調に進捗したことにより、売上高は296億27百万円（前年同期

比25.1％増）となりましたが、損益面に関しましては、経常利益は12億89百万円（前年同期比14.4％減）となり、

また、特別損失として独占禁止法関連損失引当金繰入額27億22百万円を計上したことにより親会社株主に帰属する

四半期純損失は15億67百万円（前年同期は13億31百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。な

お、当第２四半期末における第３四半期以降への繰越工事高は392億80百万円（前年同期比8.5％減）となりまし

た。

当社グループにおける建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から第３四半期に比べ、

第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用については年間を通じて恒常的に発

生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大きく変動いたします。

（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２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し22億65百万円減少の641億79百万円とな

りました。売上債権が減少したことなどにより流動資産は29億18百万円の減少となる一方、アスファルトプラン

トの更新等による有形固定資産の増加などにより固定資産は６億53百万円の増加となりました。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し１億63百万円減少の402億８百万円とな

りました。流動負債は、仕入債務が減少した一方で、独占禁止法関連損失引当金を計上したことなどにより10億

56百万円の増加となり、また、長期借入金や退職給付に係る負債の減少などにより、固定負債は12億20百万円の

減少となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純損失15億67百万円を計上したこ

とに加え、期末配当金の支払により６億86百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較し21億１百

万円減少の239億71百万円となりました。この結果、自己資本比率は37.4％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

「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きましては、税金等調整前四半期純損失が13億93百万円となりましたが、こ

のなかには非資金項目である独占禁止法関連損失引当金繰入額等の計上による影響が含まれることに加え、売

上債権の回収が進み、完成工事未収金や売掛金が減少したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは、54億65百万円の資金増加（前年同期は59億28百万円の資金増加）となりました。

「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きましては、舗装資材製造販売事業にかかるプラント設備を更新したことな

どにより、投資活動によるキャッシュ・フローは13億84百万円の資金減少（前年同期は５億19百万円の資金減

少）となりました。

「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きましては、期末配当金の支払に加え、借入金の一部返済を実施したことに

より、財務活動によるキャッシュ・フローは10億88百万円の資金減少（前年同期は10億88百万円の資金減少）

となりました。

以上の結果、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の期末残高は前連結会計年度末と比べ29

億91百万円増加し、153億42百万円となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績動向等を踏まえ、平成29年８

月８日に公表した通期の業績予想を修正いたしております。

　なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「第２四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の

修正並びに特別損失の計上及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 12,350 15,342

受取手形・完成工事未収入金等 21,278 13,346

未成工事支出金 8,470 10,954

材料貯蔵品 290 297

繰延税金資産 1,095 1,095

その他 2,500 2,029

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 45,983 43,064

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 7,147 7,170

機械、運搬具及び工具器具備品 16,918 17,334

土地 14,082 14,082

建設仮勘定 109 688

減価償却累計額 △19,007 △19,328

有形固定資産合計 19,249 19,947

無形固定資産 214 208

投資その他の資産

その他 996 958

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 996 958

固定資産合計 20,460 21,114

資産合計 66,444 64,179
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 21,322 17,891

短期借入金 1,008 1,103

未払法人税等 311 244

未成工事受入金 5,694 7,566

完成工事補償引当金 67 62

工事損失引当金 230 211

賞与引当金 1,217 1,067

独占禁止法関連損失引当金 - 2,722

その他 1,081 1,120

流動負債合計 30,933 31,990

固定負債

長期借入金 4,000 3,500

退職給付に係る負債 4,878 4,633

その他 559 83

固定負債合計 9,437 8,217

負債合計 40,371 40,208

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 500 500

利益剰余金 25,361 23,107

自己株式 △23 △23

株主資本合計 27,837 25,583

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25 26

退職給付に係る調整累計額 △1,790 △1,639

その他の包括利益累計額合計 △1,765 △1,612

純資産合計 26,072 23,971

負債純資産合計 66,444 64,179
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 23,683 29,627

売上原価 20,135 26,149

売上総利益 3,548 3,478

販売費及び一般管理費 2,029 2,179

営業利益 1,519 1,298

営業外収益

受取配当金 1 1

業務委託料 1 9

受取賃貸料 10 10

雑収入 12 10

営業外収益合計 24 31

営業外費用

支払利息 9 14

支払保証料 15 15

雑支出 12 9

営業外費用合計 37 40

経常利益 1,506 1,289

特別利益

固定資産売却益 - 0

受取補償金 - 56

特別利益合計 - 56

特別損失

固定資産除却損 5 2

独占禁止法関連損失引当金繰入額 - 2,722

その他 - 14

特別損失合計 5 2,739

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,501 △1,393

法人税、住民税及び事業税 169 174

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,331 △1,567

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

1,331 △1,567
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,331 △1,567

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 0

退職給付に係る調整額 134 151

その他の包括利益合計 133 152

四半期包括利益 1,465 △1,415

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,465 △1,415

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,501 △1,393

減価償却費 482 541

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △176 △149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △285 △244

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減
少）

- 2,722

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 9 14

有形固定資産売却損益（△は益） - △0

有形固定資産除却損 5 2

売上債権の増減額（△は増加） 9,850 7,932

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,059 △2,483

仕入債務の増減額（△は減少） △5,543 △3,430

未成工事受入金の増減額（△は減少） 6,419 1,872

その他 291 322

小計 6,502 5,705

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △11 △13

法人税等の支払額 △563 △227

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,928 5,465

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 △514 △1,367

有形固定資産の売却による収入 2 3

貸付金の回収による収入 5 5

その他 △13 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △519 △1,384

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） 95 95

長期借入金の返済による支出 △500 △500

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △683 △683

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,088 △1,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,320 2,991

現金及び現金同等物の期首残高 8,482 12,350

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,803 15,342
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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。

３．補足情報

四半期個別受注の概況

個別受注の実績

受 注 高

30年３月期第２四半期 37,639百万円 1.0%

29年３月期第２四半期 37,261百万円 7.5%

(注) ①受注高は、当該四半期までの累計額

②パーセント表示は、対前年同四半期比較増減率

受注実績の内訳 （単位：百万円）

区 分

前第２四半期 当第２四半期

（平成29年３月期 （平成30年３月期 増 減 前 期

第２四半期） 第２四半期） （平成29年３月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 12,846 34.5 13,838 36.8 992 7.7 21,515 32.9

受
注
高

国内民間 17,247 46.3 16,696 44.4 △551 △3.2 27,418 41.9

計 30,093 80.8 30,534 81.2 441 1.5 48,934 74.8

製 品 部 門 等 7,167 19.2 7,104 18.8 △63 △0.9 16,516 25.2

合 計 37,261 100.0 37,639 100.0 377 1.0 65,450 100.0
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（訂正前）

平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
平成29年11月7日

上場会社名 世紀東急工業株式会社 上場取引所 東

コード番号 1898 URL http://www.seikitokyu.co.jp

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）佐藤 俊昭

問合せ先責任者 （役職名）財務部長 （氏名）川野 隆紀 TEL 03-3434-3256

四半期報告書提出予定日 平成29年11月8日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）
(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 31,279 24.7 1,298 △14.5 1,289 △14.4 △1,567 ―

29年3月期第2四半期 25,093 △7.0 1,519 25.7 1,506 26.3 1,331 26.6

（注） 包括利益 30年3月期第2四半期△1,415百万円（ ―％） 29年3月期第2四半期 1,465百万円（30.6％）

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

30年3月期第2四半期 △38.84 ―

29年3月期第2四半期 32.99 ―

(2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

30年3月期第2四半期 64,179 23,971 37.4 593.84

29年3月期 66,444 26,072 39.2 645.90

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 23,971百万円 29年3月期 26,072百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

（注）平成29年３月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 特別配当７円00銭

平成30年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当10円00銭

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 88,000 18.7 6,200 △3.3 6,200 △2.2 2,700 △52.0 66.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※注記事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4)発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期2Q 40,414,407株 29年3月期 40,414,407株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 48,093株 29年3月期 47,808株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 40,366,484株 29年3月期2Q 40,366,940株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在してい

るため、実際の業績等は予想数値と異なる可能性があります。業績予想につきましては、添付資料３ページ「連結業績

予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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(参考) 平成30年３月期の個別業績予想（平成29年４月1日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

通期 83,000 18.7 5,800 △0.5 2,500 △52.5 61.93

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在してい

るため、実際の業績等は予想数値と異なる可能性があります。
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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わが国経済は、企業収益の拡大を背景に設備投資が増加し、また個人消費に

ついても持ち直しの動きがみられるなど、景気は総じて緩やかな回復基調を辿りました。

道路建設業界におきましては、公共投資、民間の建設投資ともに堅調に推移したものの、アスファルトをはじめ

とする原材料価格が上昇傾向を示すなど、予断を許さない事業環境となりました。

このような情勢のもと、当社グループでは、中期経営計画（2014年度～2017年度）に基づき、引き続き、収益の

源泉となる工事受注の確保や舗装用資材の販売促進に全力を挙げて取り組むとともに、数年先、そしてその先の将

来においてもステークホルダーの皆様から「選ばれ続ける企業へ」の変貌を目指し、「成長基盤の構築に向けた事

業構造の改革と経営基盤のさらなる強化」を推し進めてまいりました。

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高（製品売上高および不動産事業等売上高を含む）は411

億20百万円（前年同期比3.0％増）、工事の施工が順調に進捗したことにより、売上高は312億79百万円（前年同期

比24.7％増）となりましたが、損益面に関しましては、経常利益は12億89百万円（前年同期比14.4％減）となり、

また、特別損失として独占禁止法関連損失引当金繰入額27億22百万円を計上したことにより親会社株主に帰属する

四半期純損失は15億67百万円（前年同期は13億31百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。な

お、当第２四半期末における第３四半期以降への繰越工事高は392億80百万円（前年同期比8.5％減）となりまし

た。

当社グループにおける建設事業および舗装資材製造販売事業におきましては、第１四半期から第３四半期に比べ、

第４四半期の売上が占める割合が相対的に高く、一方、事業運営にかかる費用については年間を通じて恒常的に発

生することから、当社グループの売上および損益の状況は季節的に大きく変動いたします。

（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２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較し22億65百万円減少の641億79百万円とな

りました。売上債権が減少したことなどにより流動資産は29億18百万円の減少となる一方、アスファルトプラン

トの更新等による有形固定資産の増加などにより固定資産は６億53百万円の増加となりました。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較し１億63百万円減少の402億８百万円とな

りました。流動負債は、仕入債務が減少した一方で、独占禁止法関連損失引当金を計上したことなどにより10億

56百万円の増加となり、また、長期借入金や退職給付に係る負債の減少などにより、固定負債は12億20百万円の

減少となりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純損失15億67百万円を計上したこ

とに加え、期末配当金の支払により６億86百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較し21億１百

万円減少の239億71百万円となりました。この結果、自己資本比率は37.4％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

「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きましては、税金等調整前四半期純損失が13億93百万円となりましたが、こ

のなかには非資金項目である独占禁止法関連損失引当金繰入額等の計上による影響が含まれることに加え、売

上債権の回収が進み、完成工事未収金や売掛金が減少したことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは、54億65百万円の資金増加（前年同期は59億28百万円の資金増加）となりました。

「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きましては、舗装資材製造販売事業にかかるプラント設備を更新したことな

どにより、投資活動によるキャッシュ・フローは13億84百万円の資金減少（前年同期は５億19百万円の資金減

少）となりました。

「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きましては、期末配当金の支払に加え、借入金の一部返済を実施したことに

より、財務活動によるキャッシュ・フローは10億88百万円の資金減少（前年同期は10億88百万円の資金減少）

となりました。

以上の結果、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の期末残高は前連結会計年度末と比べ29

億91百万円増加し、153億42百万円となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績動向等を踏まえ、平成29年８

月８日に公表した通期の業績予想を修正いたしております。

　なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「第２四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の

修正並びに特別損失の計上及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 12,350 15,342

受取手形・完成工事未収入金等 21,278 13,346

未成工事支出金 8,470 10,954

材料貯蔵品 290 297

繰延税金資産 1,095 1,095

その他 2,500 2,029

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 45,983 43,064

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 7,147 7,170

機械、運搬具及び工具器具備品 16,918 17,334

土地 14,082 14,082

建設仮勘定 109 688

減価償却累計額 △19,007 △19,328

有形固定資産合計 19,249 19,947

無形固定資産 214 208

投資その他の資産

その他 996 958

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 996 958

固定資産合計 20,460 21,114

資産合計 66,444 64,179
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 21,322 17,891

短期借入金 1,008 1,103

未払法人税等 311 244

未成工事受入金 5,694 7,566

完成工事補償引当金 67 62

工事損失引当金 230 211

賞与引当金 1,217 1,067

独占禁止法関連損失引当金 - 2,722

その他 1,081 1,120

流動負債合計 30,933 31,990

固定負債

長期借入金 4,000 3,500

退職給付に係る負債 4,878 4,633

その他 559 83

固定負債合計 9,437 8,217

負債合計 40,371 40,208

純資産の部

株主資本

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 500 500

利益剰余金 25,361 23,107

自己株式 △23 △23

株主資本合計 27,837 25,583

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25 26

退職給付に係る調整累計額 △1,790 △1,639

その他の包括利益累計額合計 △1,765 △1,612

純資産合計 26,072 23,971

負債純資産合計 66,444 64,179
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 25,093 31,279

売上原価 21,545 27,801

売上総利益 3,548 3,478

販売費及び一般管理費 2,029 2,179

営業利益 1,519 1,298

営業外収益

受取配当金 1 1

業務委託料 1 9

受取賃貸料 10 10

雑収入 12 10

営業外収益合計 24 31

営業外費用

支払利息 9 14

支払保証料 15 15

雑支出 12 9

営業外費用合計 37 40

経常利益 1,506 1,289

特別利益

固定資産売却益 - 0

受取補償金 - 56

特別利益合計 - 56

特別損失

固定資産除却損 5 2

独占禁止法関連損失引当金繰入額 - 2,722

その他 - 14

特別損失合計 5 2,739

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,501 △1,393

法人税、住民税及び事業税 169 174

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,331 △1,567

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

1,331 △1,567
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,331 △1,567

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 0

退職給付に係る調整額 134 151

その他の包括利益合計 133 152

四半期包括利益 1,465 △1,415

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,465 △1,415

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,501 △1,393

減価償却費 482 541

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △176 △149

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △285 △244

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減
少）

- 2,722

受取利息及び受取配当金 △1 △1

支払利息 9 14

有形固定資産売却損益（△は益） - △0

有形固定資産除却損 5 2

売上債権の増減額（△は増加） 9,850 7,932

未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,059 △2,483

仕入債務の増減額（△は減少） △5,543 △3,430

未成工事受入金の増減額（△は減少） 6,419 1,872

その他 291 322

小計 6,502 5,705

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △11 △13

法人税等の支払額 △563 △227

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,928 5,465

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 △514 △1,367

有形固定資産の売却による収入 2 3

貸付金の回収による収入 5 5

その他 △13 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △519 △1,384

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） 95 95

長期借入金の返済による支出 △500 △500

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △683 △683

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,088 △1,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,320 2,991

現金及び現金同等物の期首残高 8,482 12,350

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,803 15,342
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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。

　

３．補足情報

四半期個別受注の概況

　

個別受注の実績

受 注 高

30年３月期第２四半期 39,184百万円 1.4%

29年３月期第２四半期 38,630百万円 7.0%

(注) ①受注高は、当該四半期までの累計額

②パーセント表示は、対前年同四半期比較増減率

　

　 受注実績の内訳 （単位：百万円）

　 区 分

前第２四半期 当第２四半期

（平成29年３月期 （平成30年３月期 増 減 前 期

第２四半期） 第２四半期） （平成29年３月期）

金額
構成

金額
構成

金額
増減率

金額
構成

比率％ 比率％ ％ 比率％

建
設
部
門

国内官公庁 12,846 33.3 13,838 35.3 992 7.7 21,515 31.1

受
注
高

国内民間 17,247 44.6 16,696 42.6 △551 △3.2 27,418 39.5

　 計 30,093 77.9 30,534 77.9 441 1.5 48,934 70.6

製 品 部 門 等 8,536 22.1 8,649 22.1 113 1.3 20,395 29.4

合 計 38,630 100.0 39,184 100.0 554 1.4 69,330 100.0

　

決算短信（宝印刷） 2018年05月31日 13時04分 25ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）

世紀東急工業株式会社(1898)平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 9 ―




