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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第78期

第２四半期
連結累計期間

第79期
第２四半期
連結累計期間

第78期

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日

自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日

自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日

売上高 (千円) 9,046,051 7,016,445 12,384,654

経常利益 (千円) 974,049 613,538 723,638

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 639,731 399,918 472,306

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 635,615 360,148 486,926

純資産額 (千円) 4,784,080 4,957,379 4,635,392

総資産額 (千円) 10,882,619 9,611,536 7,133,423

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 126.92 79.35 90.14

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 52.06 32.55 38.44

自己資本比率 (％) 43.9 51.6 65.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 655,823 65,271 757,768

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △9,046 △32,646 △22,114

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △90,268 △65,430 △119,094

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,342,175 2,369,419 2,402,225
 

 

回次
第78期

第２四半期
連結会計期間

第79期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年１月１日
至 平成27年３月31日

自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 87.82 72.32
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３.「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）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28年３月31日まで）におけるわが国経済は、雇用情勢・

所得環境の改善が続くなか、政府による各種政策の効果もあって緩やかな回復基調で推移しました。

しかしながら、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の国外景気が下振れし、国内のマイナス金利政策によ

る影響も加わり、わが国経済の景気が下押しされるリスクがあり、先行きに不透明感を残しております。

当社グループが主力事業とする建設業界におきましては、公共投資が緩やかに減少しており、当社グループが営

業の中心とする九州地域では、公共投資の減少に加え、企業間競争の激化により、経営環境は依然として厳しい状

況で推移しております。

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間における売上高は、70億16百万円（前年同四半期比22.4％

減、20億29百万円減）、営業利益は５億94百万円（同38.0％減、３億64百万円減）、経常利益は６億13百万円（同

37.0％減、３億60百万円減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億99百万円（同37.5％減、２億39百万円

減）となりました。

なお、当社グループの業績につきましては、主力事業である建設事業の通常の営業形態として、売上高が第２四

半期連結会計期間に集中する傾向があります。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

（建設事業）

建設事業における工事につきましては、九州地域の公共投資減少の影響を受けたことに加え、九州地域の高

速道路等の開通が昨年で一段落し、大型工事の受注が減少したことにより、ガードレールなどの防護柵や標識

などの交通安全施設工事を中心に完成工事高は前年同四半期を下回りました。

建設工事関連資材の販売につきましても同様に、ガードレールなどの防護柵の販売が減少したことから、商

品売上高は前年同四半期を下回りました。

以上の結果、建設事業の売上高は56億７百万円（前年同四半期比27.4％減、21億12百万円減）、セグメント

利益は６億１百万円（同39.3％減、３億90百万円減）となりました。

 

（防災安全事業）

防災安全事業の業績につきましては、備蓄用の資機材や食糧品の販売は、前年同四半期と比較してわずかに

減少しましたが、民間の工場で使用するマスクなどの産業安全衛生用品の販売は堅調に推移しました。

以上の結果、防災安全事業の売上高は11億22百万円（前年同四半期比7.8％増、81百万円増）、セグメント利

益は１億11百万円（同20.1％増、18百万円増）となりました。
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（化学品事業）

化学品事業につきましては、売上高は前年同四半期と比べて微増の２億85百万円（前年同四半期比0.6％増、

１百万円増）、セグメント利益は生産コストの改善が図られたことにより94百万円（同38.2％増、26百万円

増）となりました。

 

 

(2) 財政状態の分析　　

当第２四半期連結会計期間の総資産は、96億11百万円（前連結会計年度末比34.7％増、24億78百万円増）となり

ました。

資産につきましては、流動資産が69億70百万円（同53.9％増、24億40百万円増）となりました。その主な要因

は、第２四半期連結会計期間特有の傾向として売上債権の残高が前連結会計年度末と比較して増加する傾向にある

ことから受取手形・完成工事未収入金等の残高が25億51百万円増加したことによるものであります。

固定資産につきましては、26億40百万円（同1.4％増、37百万円増）となりました。

負債につきましては、46億54百万円（同86.3％増、21億56百万円増）となりました。その主な要因は、第２四半

期連結会計期間特有の傾向として仕入債務の残高が前連結会計年度末と比較して増加する傾向にあることから支払

手形・工事未払金等の残高が21億19百万円増加したことによるものであります。

純資産につきましては、49億57百万円（同6.9％増、３億21百万円増）となりました。その主な要因は、親会社株

主に帰属する四半期純利益を３億99百万円計上したことによるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、23億69百万円（前年

同四半期比1.2％増、27百万円増）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の資金の増加となりました（前年同四半期比90.0％減、５億

90百万円減）。その主な要因は、売上高が３月に集中したことで売上債権が25億57百万円増加、仕入債務が21億

19百万円増加したために資金が４億37百万円減少しましたが、税金等調整前四半期純利益を６億13百万円計上し

たことにより資金が増加したことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、32百万円の資金の減少となりました（前年同四半期は９百万円の減

少）。その主な要因は不溶性硫黄工場の維持更新投資などの支払により27百万円の資金が減少したことによるも

のであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の資金の減少となりました（前年同四半期は90百万円の減

少）。その主な要因は、株主配当金の支払いにより38百万円の資金が減少したことによるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,000,000

優先株式 2,000,000

計 20,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計

期間末現在発行数(株)
(平成28年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年５月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,102,000 同左 福岡証券取引所

単元株式数  1,000株
完全議決権株式であ
り、議決権内容に何
ら限定のない当社に
おける標準となる株
式

第１回優先株式
（注）１

2,000,000 同左 非上場
単元株式数  1,000株
(注)２、３、４、５

計 7,102,000 同左 ― ―
 

(注) １ 第１回優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等であります。

２　当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

① 第１回優先株式は、当社の普通株式の株価を基準として基準価額が修正され、取得と引換えに交付する

 普通株式数が変動します。行使価額修正条項の内容は（注）５に記載のとおりであります。

②　行使価額の修正基準は、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券

 取引所における当社普通株式の普通取引の毎事業日の終値の平均値といたします。

③　行使価額は、前項記述の平均値が138円を上回るときは138円を上限とし、41円を下回るときは41円を下

 限といたします。

④　当社は、いつでも法令の定めるところに従って、第１回優先株主との合意により当該行使価額修正条項

 付新株予約権付社債券等を取得し、法令の定めるところに従って消却することができます。

３　第１回優先株式の権利の行使に関する事項についての第１回優先株主との間の取り決めはありません。ま

た、当社の株券の売買に関する事項についての第１回優先株主との間の取り決めはありません。

４　第１回優先株式は、第三者割当(債務の株式化 10億円)により発行されたものであります。

５　優先株式の内容は次のとおりであります。なお、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありませ

ん。また、第１回優先株式は、当社の自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として発行されたも

のであり、第１回優先株主との合意により株主総会において議決権を有しておりません。

①  優先期末配当金

(イ)当社は、剰余金の配当を支払うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先

株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質

権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有す

る株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい

う。)に先立ち、１事業年度につき優先株式１株あたり下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「優先

期末配当金」という。)を分配可能額がある限り必ず支払う。但し、当該事業年度において下記(ハ)に

定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
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(ロ)優先期末配当金の額

１株あたりの優先期末配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額又は50円のいずれか少ない額と

する。初年度における優先期末配当金は、配当起算日から事業年度の最終日までの日数(初日および最

終日を含む。)で日割計算した額とする。優先期末配当金は、円位未満小数第１位まで算出し、その小

数第１位を四捨五入する。

優先配当金＝500円×(日本円TIBOR＋1.50％)

「日本円TIBOR」とは、平成17年３月28日または平成17年10月１日以降の毎年10月１日(以下「優先配当

算出基準日」という。)午前11時現在における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オ

ファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の

優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。但し、優先配当算出基準日が銀行休

業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準日とする。

優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)

ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円

LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずると認

められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

日本円TIBOR又はこれに代えて用いる数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五

入する。

(ハ)優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登

録株式質権者に先立ち、優先株式１株につき各事業年度における優先期末配当金の２分の１に相当する

額の金銭(以下「優先中間配当金」という。)を必ず支払う。優先中間配当金は、円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を四捨五入する。

(ニ)非累積条項

ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当が優先期末配当

金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先期末配当金又は優先中間配当金を超えて剰余金の配

当は行わない。

②  残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式

質権者に先立ち、優先株式１株につき500円を支払う。

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。

③  優先株式の取得請求と金銭の交付

(イ)優先株主は、平成21年10月１日以降、毎年１月１日から１月31日までの期間(以下「取得請求可能期

間」という。)において、当社に対して、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の２分の１に

相当する金額を上限として、優先株式１株を取得するのと引換えに、当該優先株式の発行価額に相当す

る金銭の交付を請求をすることができる。この請求があった場合、当社は、取得請求可能期間満了の日

から１ヶ月以内に、金銭を交付する。

(ロ)取得請求により交付すべき金銭の合計額が前事業年度における分配可能額の２分の１を超える場合、取

得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

④  合意による取得・消却

(イ)当社は、いつでも法令の定めるところにしたがって優先株主との合意により、分配可能額を上限とし

て、優先株式を有償で取得することができる。

(ロ)当社は、取得した優先株式を取締役会決議によって消却することができる。

⑤  議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑥  種類株主総会の決議事項

法令に定める種類株主総会の承認事項および次の事項については、種類株主総会の承認を要する。

剰余金の配当、中間配当、自己株式取得(優先株主による取得請求権の行使及び優先株主との合意による

有償取得を含み、無償取得、会社法の規定に基づく株式取得請求権に応じた買取、会社法第234条第４項

に基づく１株に満たない端株の買取及び同法第197条第３項に基づく所在不明株主の株式の買取は含まな

い。)資本又は準備金の減少に伴う払戻し(以下あわせて「剰余金の分配等」という。)の結果、最終の貸

借対照表上の金額を基準として算出した純資産額が10億円を下回ることになる剰余金の分配等の決定。
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⑦  優先株式の取得請求と普通株式の交付

優先株主は、平成20年４月１日以降いつでも、当社に対し、当該優先株式の取得を請求することができ

る。この場合、当社は、当該優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式１株と引換えに、払込価

額を基準価額で除して得られる数の普通株式の交付を請求することができる。但し、前記普通株式の数の

算出にあたっては１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑧  基準価額

定款に定める取得請求が平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に行われた場合、138円(以下、

「当初基準価額」という。」を基準価額とする。定款に定める取得請求が平成21年４月１日以降に行われ

た場合については、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所

の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値

のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)を、同年４月１

日より翌年３月31日までの１年間に取得請求する場合の基準価額とする。但し、前記の平均値が、当初基

準価額を超えたときは当初基準価額を、当初基準価額の30％を下回ったときは当初基準価額の30％を、基

準価額とする。

⑨  基準価額の調整

(イ)優先株式の発行後に、次に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる可能性がある場合は、次

に定める算式(以下、「基準価額調整式」という。)により基準価額を調整する。

      新規発行
普通株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
基準価額

＝
調整前
基準価額

×

既発行
普通株式数

＋
１株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
 

(Ａ)基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処

分する場合を含む)

(Ｂ)株式の分割により普通株式を発行する場合

(Ｃ)基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合又は基準価

額調整式を使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付する内容の取得請求権付株式

を発行する場合

(ロ)前項(Ａ)から(Ｃ)に掲げる場合の他、合併、資本の減少又は普通株式の併合などにより基準価額の調整

を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断

する価額に変更する。

(ハ)基準価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎

取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。)とする。

(ニ)基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額

とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株

主割当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。

(ホ)取得請求により交付する株式の内容

当社普通株式

⑩  優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等

(イ)当社は、法令に定める場合を除き、優先株式については、株式の併合又は分割を行わず、また優先株主

に対しては、株式無償割当てを行わない。

(ロ)当社は、優先株主に対しては募集株式又は募集新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける

権利を与えず、新株予約権無償割当てを行わない。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円）

平成28年１月１日～
平成28年３月31日

― 7,102,000 ― 413,675 ─ 500,000
 

 

(6) 【大株主の状況】

所有株式数別

平成28年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神２－13－１ 2,245 31.61

伊藤忠丸紅住商テクノスチール
株式会社

東京都千代田区大手町１－６－１ 290 4.08

日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場２－17－12 220 3.10

日本乾溜工業従業員持株会 福岡市東区馬出１－11－11 206 2.91

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３－１－１ 191 2.69

日本乾溜工業取引先持株会 福岡市東区馬出１－11－11 189 2.66

株式会社にしけい 福岡市博多区店屋町５－10 188 2.65

大阪中小企業投資育成株式会社 大阪市北区中之島３－３－23 134 1.89

ＪＦＥ建材株式会社 東京都中央区日本橋堀留町１－10－15 120 1.69

神鋼建材工業株式会社 兵庫県尼崎市丸島町46 120 1.69

計 ― 3,903 54.97
 

（注）株式会社福岡銀行が所有する2,245千株のうち、2,000千株については、第１回優先株式につき、法令に別段の

定めがある場合を除き、定款の定めにより株主総会において議決権を有しておりません。

 

所有議決権数別

平成28年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の議決権
に対する

所有議決権数
の割合(％)

伊藤忠丸紅住商テクノスチール
株式会社

東京都千代田区大手町１－６－１ 290 5.76

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神２－13－１ 245 4.86

日鐵住金建材株式会社 東京都江東区木場２－17－12 220 4.37

日本乾溜工業従業員持株会 福岡市東区馬出１－11－11 206 4.09

株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前３－１－１ 191 3.79

日本乾溜工業取引先持株会 福岡市東区馬出１－11－11 189 3.75

株式会社にしけい 福岡市博多区店屋町５－10 188 3.73

大阪中小企業投資育成株式会社 大阪市北区中之島３－３－23 134 2.66

ＪＦＥ建材株式会社 東京都中央区日本橋堀留町１－10－15 120 2.38

神鋼建材工業株式会社 兵庫県尼崎市丸島町46 120 2.38

計 ― 1,903 37.79
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  優先株式 2,000,000 ―
「１ 株式等の状況」の「(1)株式の総
数等」の「② 発行済株式」の注記参
照

議決権制限株式
(自己株式等)

― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式
(自己株式等)

(自己保有株式)
 

普通株式 61,000
 

―
議決権内容に何ら限度のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,036,000
 

5,036 同上

単元未満株式 普通株式 5,000
 

― 同上

発行済株式総数 7,102,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,036 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式762株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本乾溜工業株式会社

福岡市東区馬出一丁目11番11号 61,000 ─ 61,000 0.86

計 ― 61,000 ─ 61,000 0.86
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年１月１日から平成

28年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年10月１日から平成28年３月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,382,064 2,349,255

  受取手形・完成工事未収入金等 1,788,663 4,340,260

  有価証券 20,160 20,163

  未成工事支出金 165,855 113,139

  商品及び製品 83,621 80,508

  仕掛品 9,538 12,041

  原材料及び貯蔵品 10,395 6,942

  その他 72,017 54,421

  貸倒引当金 △2,010 △5,735

  流動資産合計 4,530,306 6,970,998

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 618,595 615,530

   機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 64,320 64,429

   土地 1,116,688 1,116,688

   その他（純額） 5,552 23,194

   有形固定資産合計 1,805,156 1,819,842

  無形固定資産   

   その他 13,767 99,927

   無形固定資産合計 13,767 99,927

  投資その他の資産   

   投資有価証券 745,664 683,545

   差入保証金 14,212 14,998

   その他 57,093 59,837

   貸倒引当金 △32,777 △37,614

   投資その他の資産合計 784,192 720,767

  固定資産合計 2,603,116 2,640,537

 資産合計 7,133,423 9,611,536
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年９月30日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 1,769,695 3,889,186

  短期借入金 27,500 12,500

  未払法人税等 104,833 209,134

  未成工事受入金 54,355 29,957

  賞与引当金 98,320 75,263

  役員賞与引当金 9,138 ―

  株主優待引当金 4,150 ―

  その他 217,055 184,638

  流動負債合計 2,285,047 4,400,680

 固定負債   

  繰延税金負債 94,177 71,178

  退職給付に係る負債 111,929 97,179

  その他 6,876 85,118

  固定負債合計 212,982 253,475

 負債合計 2,498,030 4,654,156

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 413,675 413,675

  資本剰余金 698,570 698,570

  利益剰余金 3,226,745 3,588,503

  自己株式 △10,009 △10,009

  株主資本合計 4,328,981 4,690,739

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 313,228 272,200

  退職給付に係る調整累計額 △6,817 △5,560

  その他の包括利益累計額合計 306,410 266,640

 純資産合計 4,635,392 4,957,379

負債純資産合計 7,133,423 9,611,536
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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：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 ※1  9,046,051 ※1  7,016,445

売上原価 7,311,808 5,637,062

売上総利益 1,734,242 1,379,382

販売費及び一般管理費 ※2  774,424 ※2  784,465

営業利益 959,818 594,916

営業外収益   

 受取利息及び配当金 3,538 3,805

 受取賃貸料 4,973 2,399

 受取手数料 3,224 4,165

 受取保険金 ― 5,409

 その他 4,684 4,080

 営業外収益合計 16,421 19,859

営業外費用   

 支払利息 826 297

 支払手数料 650 800

 その他 714 140

 営業外費用合計 2,190 1,237

経常利益 974,049 613,538

特別利益   

 投資有価証券売却益 0 ―

 特別利益合計 0 ―

特別損失   

 固定資産除却損 0 72

 投資有価証券評価損 5,166 ―

 投資有価証券売却損 541 ―

 特別損失合計 5,707 72

税金等調整前四半期純利益 968,341 613,466

法人税、住民税及び事業税 323,147 203,679

法人税等調整額 5,463 9,867

法人税等合計 328,610 213,547

四半期純利益 639,731 399,918

親会社株主に帰属する四半期純利益 639,731 399,918
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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10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

四半期純利益 639,731 399,918

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △11,878 △41,028

 退職給付に係る調整額 7,762 1,257

 その他の包括利益合計 △4,116 △39,770

四半期包括利益 635,615 360,148

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 635,615 360,148

 非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
 

EDINET提出書類

日本乾溜工業株式会社(E00276)

四半期報告書

14/21



(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10月１日
　至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
　至 平成28年３月31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 968,341 613,466

 減価償却費 44,606 40,986

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,840 8,561

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △10,840 △13,492

 賞与引当金の増減額（△は減少） △24,090 △23,057

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,860 △9,138

 株主優待引当金の増減額（△は減少） △3,950 △4,150

 固定資産除却損 0 72

 受取利息及び受取配当金 △3,538 △3,805

 支払利息 826 297

 投資有価証券評価損益（△は益） 5,166 ―

 投資有価証券売却損益（△は益） 541 ―

 売上債権の増減額（△は増加） △2,987,363 △2,557,084

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △57,724 △24,398

 たな卸資産の増減額（△は増加） 141,701 56,779

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,751,743 2,119,491

 その他 27,133 △40,544

 小計 839,852 163,984

 利息及び配当金の受取額 3,530 3,799

 利息の支払額 △758 △258

 法人税等の支払額 △186,801 △102,254

 営業活動によるキャッシュ・フロー 655,823 65,271

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 △11,676 △27,096

 無形固定資産の取得による支出 ― △1,800

 投資有価証券の取得による支出 △2,980 △4,829

 投資有価証券の売却による収入 5,000 ―

 貸付けによる支出 △350 ―

 貸付金の回収による収入 959 1,079

 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,046 △32,646

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △33,100 △15,000

 リース債務の返済による支出 △14,041 △12,357

 配当金の支払額 △43,126 △38,073

 財務活動によるキャッシュ・フロー △90,268 △65,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 556,509 △32,805

現金及び現金同等物の期首残高 1,785,666 2,402,225

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,342,175 ※  2,369,419
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日)

（会計方針の変更）

「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）、「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）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）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っておりま

す。

 
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自 平成26年10月１日　至 平成27年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成27年10月１日　至 平成28年３月31日）

 

当社グループの売上高は、通常の営業形態として第２四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季

節的変動があります。

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日)

従業員給料手当 295,087千円 311,119千円

貸倒引当金繰入額 3,237 8,561 

退職給付費用 20,224 15,356 

賞与引当金繰入額 58,516 57,232 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日)

現金及び預金 2,322,019千円 2,349,255千円

有価証券勘定 20,156 20,163 

現金及び現金同等物 2,342,175 2,369,419 
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年３月31日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月19日
定時株主総会

普通株式 25,201 5

平成26年９月30日 平成26年12月22日 利益剰余金
第１回
優先株式

18,000 9
 

 

２. 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年12月18日
定時株主総会

普通株式 20,160 4

平成27年９月30日 平成27年12月21日 利益剰余金
第１回
優先株式

18,000 9
 

 

２. 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年３月31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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 7,720,215 1,041,576 284,259 9,046,051 ― 9,046,051

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 295 ― 295 △295 ―

計 7,720,215 1,041,871 284,259 9,046,346 △295 9,046,051

セグメント利益 991,396 92,846 68,156 1,152,398 △192,580 959,818
 

（注）１．セグメント利益の調整額△192,580千円は、報告セグメントに配分していない全社費用192,580千円であり

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なっております。

 

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２四半期連結累計期間(自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31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
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 5,607,813 1,122,674 285,957 7,016,445 ― 7,016,445

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 46 ― 46 △46 ―

計 5,607,813 1,122,720 285,957 7,016,492 △46 7,016,445

セグメント利益 601,342 111,476 94,195 807,015 △212,098 594,916
 

（注）１．セグメント利益の調整額△212,098千円は、報告セグメントに配分していない全社費用212,098千円であり

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なっております。

 

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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年10月１日
至 平成28年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 126円92銭 79円35銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 639,731 399,918

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

639,731 399,918

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,040,238 5,040,238

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 52円06銭 32円55銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 7,246,376 7,246,376

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―

 

　

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年５月11日

日本乾溜工業株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   芳　野　博　之   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   宮　本　義　三   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本乾溜工業株

式会社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年１月１日から

平成28年３月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年10月１日から平成28年３月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本乾溜工業株式会社及び連結子会社の平成28年３月31日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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