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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

26年3月期第2四半期 1,345 △4.3 △41 ― △36 ― △38 ―
25年3月期第2四半期 1,406 12.1 △62 ― △63 ― △68 ―

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

26年3月期第2四半期 △11.24 ―
25年3月期第2四半期 △19.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 2,824 1,102 39.0
25年3月期 2,993 1,142 38.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  1,102百万円 25年3月期  1,142百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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 3,935 17.1 44 80.5 43 75.2 27 270.5 8.06



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 3,420,000 株 25年3月期 3,420,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 5,636 株 25年3月期 5,161 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 3,414,826 株 25年3月期2Q 3,415,629 株

※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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、国の緊急経済対策や日銀の金融緩和策などによる政策

効果が徐々に波及し、企業業績や個人消費が改善するなど、日本経済は緩やかな回復基調で推移いたし

ました。 

 建設業界におきましては、震災の復興需要や今年１月の緊急経済対策で追加された公共事業の執行な

どにより政府建設投資が増加し、また設備投資の増加傾向や消費税率引上げを前にした住宅着工の増加

など民間建設投資も緩やかな回復基調になるなど明るい兆しが見られましたが、依然として受注価格競

争が激しく、需要増に伴う労務・資材費の上昇等もあり採算面でも厳しい環境が続きました。 

 このような状況の下、当社は営業展開の強化やコスト低減に取組み、受注量の獲得と利益の確保に注

力してまいりました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の受注高は1,693百万円（前年同期比11.6％減）と前年同期に比べ

減少しましたが、概ね計画どおりとなりました。売上高につきましては、主力の気泡コンクリート工事

の工期が一部ずれ込み、当初見込んでいた完成工事高を計上出来なかったことから、工事全体の完成工

事高は1,324百万円（前年同期比5.0％減）となり、商品販売を含めた全体の売上高も1,345百万円（前

年同期比4.3％減）となりました。 

 各段階の損益につきましては、施工効率の向上に取組むとともにコスト低減に注力した結果、完成工

事総利益率が改善し損益は概ね計画どおりとなりましたが、売上高の絶対額不足から営業損失41百万円

（前年同期は営業損失62百万円）、経常損失36百万円（前年同期は経常損失63百万円）、四半期純損失

38百万円（前年同期は四半期純損失68百万円）となりました。 

 なお、当社の主たる事業である建設業の特徴として、完成工事の割合が第４四半期会計期間に偏ると

いう傾向があります。 

  

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ168百万円減少し2,824百万円とな

りました。その主な要因としましては、現金預金が93百万円増加しましたが、受取手形が208百万円、

完成工事未収入金が72百万円減少したことなどによる流動資産の減少によるものであります。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ128百万円減少し1,722百万円となりました。その主な要因としまし

ては、長期借入金が195百万円増加しましたが、支払手形が231百万円、工事未払金が81百万円減少した

ことなどによるものであります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ40百万円減少し1,102百万円となりました。その主な要因としま

しては、当第２四半期累計期間に四半期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減少したことなど

によるものであります。                     

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動に使用した資金は87百万円（前年同期は52百万円の収入）となりました。 

これは主に売上債権の減少277百万円となったものの、税引前四半期純損失36百万円、仕入債務の減

少325百万円などによるものであります。 

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

（２）財政状態に関する説明
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(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３百万円（前年同期は４百万円の使用）となりました。これは有形固定資

産の取得による支出であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により得られた資金は184百万円（前年同期は262百万円の収入）となりました。 

これは主に長期借入金の返済による支出55百万円、社債の償還による支出10百万円などとなったもの

の、長期借入れによる収入250百万円によるものであります。 

これにより当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前事業年度末に比べ93

百万円増加し、475百万円となりました。 

  

今後の見通しとしましては、気泡コンクリート工事及び地盤改良工事の需要が多くあり受注が見込ま

れることから、平成25年５月15日に公表しました平成26年３月期通期の業績予想につきましては、現時

点では変更はありません。  

  

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 当該事項はありません。 

  

 当該事項はありません。 

  

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 382,384 475,665

受取手形 480,405 271,905

完成工事未収入金 670,726 598,479

売掛金 1,301 4,439

未成工事支出金 10,883 9,457

原材料及び貯蔵品 26,230 34,059

前払費用 15,479 10,166

繰延税金資産 7,862 7,280

その他 8,765 21,165

流動資産合計 1,604,039 1,432,620

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 63,166 61,515

構築物（純額） 196 173

機械及び装置（純額） 32,560 43,653

車両運搬具（純額） 481 362

工具、器具及び備品（純額） 5,359 4,575

土地 1,122,839 1,122,839

リース資産（純額） 1,253 1,174

有形固定資産合計 1,225,857 1,234,293

無形固定資産   

ソフトウエア 6,231 6,280

リース資産 7,198 3,599

電話加入権 2,350 2,350

無形固定資産合計 15,780 12,230

投資その他の資産   

投資有価証券 25,258 23,710

関係会社出資金 36,668 36,668

破産更生債権等 6,185 6,185

長期前払費用 3,894 4,085

敷金 14,473 13,965

ゴルフ会員権 92,055 92,055

貸倒引当金 △31,100 △31,100

投資その他の資産合計 147,434 145,570

固定資産合計 1,389,072 1,392,094

繰延資産   

社債発行費 211 70

繰延資産合計 211 70

資産合計 2,993,323 2,824,785

麻生ﾌｵｰﾑｸﾘｰﾄ㈱（1730）平成26年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－5－



(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 714,469 482,474

工事未払金 277,961 196,242

短期借入金 112,000 116,000

1年内償還予定の社債 20,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 110,000 160,000

リース債務 8,686 4,630

未払金 46,496 43,066

未払費用 5,595 9,751

未払法人税等 4,095 2,462

未払消費税等 15,282 5,313

未成工事受入金 － 1,728

賞与引当金 14,971 14,851

完成工事補償引当金 686 664

その他 3,881 4,167

流動負債合計 1,334,127 1,051,354

固定負債   

長期借入金 330,000 475,000

リース債務 187 381

退職給付引当金 151,595 157,030

役員退職慰労引当金 32,349 36,086

受入保証金 2,821 2,821

固定負債合計 516,953 671,319

負債合計 1,851,080 1,722,673

純資産の部   

株主資本   

資本金 209,200 209,200

資本剰余金   

資本準備金 180,400 180,400

資本剰余金合計 180,400 180,400

利益剰余金   

利益準備金 24,050 24,050

その他利益剰余金   

別途積立金 985,000 985,000

繰越利益剰余金 △254,627 △293,014

利益剰余金合計 754,422 716,035

自己株式 △1,155 △1,352

株主資本合計 1,142,867 1,104,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △624 △2,171

評価・換算差額等合計 △624 △2,171

純資産合計 1,142,242 1,102,111

負債純資産合計 2,993,323 2,824,785
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,406,428 1,345,543

完成工事高 1,394,666 1,324,441

商品売上高 11,762 21,102

売上原価 1,220,610 1,125,611

完成工事原価 1,212,605 1,108,960

商品売上原価 8,005 16,650

売上総利益 185,818 219,932

完成工事総利益 182,061 215,480

商品売上総利益 3,757 4,452

販売費及び一般管理費   

役員報酬 18,180 24,012

従業員給料手当 95,770 103,209

賞与引当金繰入額 9,990 7,356

退職金 1,077 －

退職給付費用 4,229 4,104

役員退職慰労引当金繰入額 3,425 3,737

法定福利費 18,396 19,051

福利厚生費 818 730

修繕維持費 4,208 4,555

事務用品費 3,140 2,993

通信交通費 23,266 22,767

動力用水光熱費 2,916 3,269

調査研究費 57 133

広告宣伝費 800 810

貸倒引当金繰入額 △71 －

交際費 1,925 3,050

寄付金 32 32

地代家賃 17,043 16,734

減価償却費 8,722 8,030

租税公課 8,287 8,423

保険料 518 967

雑費 25,990 27,395

販売費及び一般管理費合計 248,728 261,365

営業損失（△） △62,910 △41,432
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業外収益   

受取利息 20 26

受取手数料 177 152

受取配当金 222 5,353

受取技術料 4,078 3,597

雑収入 1,048 99

営業外収益合計 5,546 9,229

営業外費用   

支払利息 3,945 4,155

支払保証料 414 63

手形売却損 432 28

社債発行費償却 － 141

雑支出 1,028 251

営業外費用合計 5,821 4,640

経常損失（△） △63,185 △36,843

特別損失   

固定資産除却損 123 －

特別損失合計 123 －

税引前四半期純損失（△） △63,308 △36,843

法人税、住民税及び事業税 960 960

法人税等調整額 3,922 582

法人税等合計 4,883 1,542

四半期純損失（△） △68,191 △38,386
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △63,308 △36,843

減価償却費 16,964 15,708

有形固定資産除却損 123 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △71 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,943 5,435

賞与引当金の増減額（△は減少） △506 △120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,425 3,737

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2,425 △22

工事損失引当金の増減額（△は減少） △3,379 －

受取利息及び受取配当金 △242 △5,380

売上債権の増減額（△は増加） 213,247 277,608

支払利息 3,945 4,155

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,499 1,426

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,650 △7,829

仕入債務の増減額（△は減少） △95,223 △325,946

未払金の増減額（△は減少） △9,321 △7,659

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,589 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,871 △9,969

未成工事受入金の増減額（△は減少） △94 1,728

その他 △2,405 2,903

小計 58,397 △81,066

利息及び配当金の受取額 242 334

利息の支払額 △4,483 △4,843

法人税等の支払額 △1,355 △1,952

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,800 △87,527

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 △4,000 △3,634

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,000 △3,634

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） △16,000 4,000

長期借入れによる収入 350,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △40,000 △55,000

社債の償還による支出 △27,000 △10,000

リース債務の返済による支出 △4,343 △4,359

自己株式の取得による支出 △111 △197

財務活動によるキャッシュ・フロー 262,544 184,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,345 93,280

現金及び現金同等物の期首残高 178,483 382,384

現金及び現金同等物の四半期末残高 489,829 475,665
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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）

（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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(1) 受注高 

                                                                        （単位：千円、％） 

  

(2) 完成工事高 

                                                                        （単位：千円、％） 

  

(3) 繰越工事高 

                                                                        （単位：千円、％） 

  

  

  

  

  

４．補足情報

受注高、完成工事高及び繰越工事高

           期 別

工事別

前第２四半期累計期間
 （自 平成24年４月１日
  至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
 （自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日）

前事業年度
（自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

気泡コンクリート工事 1,490,166 77.8 1,307,794 77.2 2,792,716 78.5

地盤改良工事 425,746 22.2 385,162 22.7 765,989 21.5

その他工事 564 0.0 1,000 0.1 1,092 0.0

合計 1,916,476 100.0 1,693,957 100.0 3,559,798 100.0

           期 別

工事別

前第２四半期累計期間
 （自 平成24年４月１日
  至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
 （自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日）

前事業年度
（自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

気泡コンクリート工事 999,795 71.7 913,959 69.0 2,535,244 75.9

地盤改良工事 394,571 28.3 409,481 30.9 803,908 24.1

その他工事 300 0.0 1,000 0.1 1,092 0.0

合計 1,394,666 100.0 1,324,441 100.0 3,340,245 100.0

           期 別

工事別

前第２四半期累計期間末
   平成24年９月30日

当第２四半期累計期間末
   平成25年９月30日

前事業年度末
   平成25年３月31日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

気泡コンクリート工事 704,755 86.5 865,691 98.1 471,856 92.0

地盤改良工事 109,985 13.5 16,572 1.9 40,891 8.0

その他工事 264 0.0 ― ― ― ―

合計 815,005 100.0 882,264 100.0 512,748 100.0
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