




   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  10

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  10

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  10

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  11

常磐開発（株）　（１７８２）　平成26年3月期　第２四半期決算短信

－1－



（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、政府・日銀による金融緩和や各種経済対策の効果が徐々に波

及し、輸出企業を中心とした業績及び個人消費等が改善するなど緩やかな回復傾向が見られました。 

当社グループと関係が深い建設業界、特に東北地方の被災地におきましては、建設資材価格の高止まりの影響や

人手不足による労務費の上昇等があるものの、公共事業を中心とした震災復興関連需要等に支えられ、総じて堅調

な受注状況で推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は、95億４百万円（前年同期比 53.3％増）、売上高は、61億19

百万円（前年同期比 4.3％増）、繰越高は、89億36万円（前年同期比 74.3％増）となりました。利益につきま

しては、営業利益は、２億97百万円（前年同期比 4.7％増）、経常利益は、３億４百万円（前年同期比 12.5％

増）、四半期純利益は、１億44百万円（前年同期比 6.4％増）となりました。 

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、四半期の業績に

季節的変動があります。 

   

セグメントの業績は次のとおりであります。 

ア．建築事業 

建築事業においては、受注高は、64億20百万円（前年同期比 99.2％増）、売上高につきましては、32億66百

万円（前年同期比 1.8％減）、繰越高は、55億円（前年同期比 164.2％増）となりました。営業利益は、１億

93百万円（前年同期比 28.7％減）となりました。 

イ．土木緑地事業 

土木緑地事業においては、受注高は、15億96百万円（前年同期比 11.2％増）、売上高は、16億４百万円（前

年同期比 6.8％増）、繰越高は、17億37百万円（前年同期比 26.9％減）となりました。営業利益は、２億11

百万円（前年同期比 59.4％増）となりました。 

ウ．環境関連事業 

   環境関連事業においては、受注高は、７億60百万円（前年同期比 24.4％減）、売上高は、５億21百万円（前

年同期比 3.1％増）、繰越高は、16億98百万円（前年同期比 154.0％増）となりました。営業利益は、40百万

円（前年同期比 25.4％増）となりました。 

エ．不動産事業 

   不動産事業においては、受注高及び売上高は、２億25百万円（前年同期比 199.1％増）となりました。営業

利益は、25百万円（前年同期比 106.6％増）となりました。 

オ．その他事業 

   その他事業においては、受注高及び売上高は、５億１百万円（前年同期比 9.5％増）となりました。営業利

益は、39百万円（前年同期比 11.5％減）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２四半期連結会計期間末の総資産は、100億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億22百万円減少い

たしました。主な要因は、現金預金が４億46百万円、未成工事支出金が６億10百万円増加したことに対し、受取手

形・完成工事未収入金等が14億65百万円、販売用不動産が１億28百万円、投資有価証券が69百万円減少したことに

よるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、68億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億62百万円減少い

たしました。主な要因は、未成工事受入金が７億56百万円増加したことに対し、支払手形・工事未払金等が６億69

百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億90百万円、未払法人税等が92百万円、賞与引当金が１億86百万円、そ

の他の流動負債が１億６百万円、長期借入金が１億５百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、32億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円増加いた

しました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が44百万円減少したことに対し、利益剰余金が85百万円増加し

たこと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
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②キャッシュ・フローの状況 

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（以下「資金」という。）の残高は、前第２四半期連結

累計期間に比べ10億35百万円増加し、25億83百万円（前年同四半期比 66.9％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） 

営業活動の結果得られた資金は、８億73百万円（前年同四半期比 39.3％増）となりました。これは主に、賞与

引当金の減少額１億86百万円、たな卸資産の増加額４億82百万円、仕入債務の減少額６億91百万円、法人税等の支

払額２億65百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益３億２百万円、売上債権の減少額14

億66百万円、未成工事受入金の増加額７億56百万円等の資金の増加があっ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） 

投資活動の結果使用した資金は、23百万円（前年同四半期 15百万円の使用）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出24百万円等の資金の減少があっ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） 

財務活動の結果使用した資金は、４億６百万円（前年同四半期 12億56百万円の使用）となりました。これは、

長期借入金の返済による支出２億95百万円、配当金の支払額58百万円等の資金の減少があったことによるものであ

ります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績予想につきましては、本日、別途公表いたしました「平成26年3月期第２四半期（累計）業績予想と実績と

の差異に関するお知らせ」のとおり、通期の業績予想の変更は行っておりません。  

なお、業績予想につきましては、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。 

  

  

（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 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計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しております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,194,864 2,640,964

受取手形・完成工事未収入金等 3,368,399 1,903,333

販売用不動産 542,743 414,499

未成工事支出金 127,729 738,667

繰延税金資産 171,975 172,626

その他 252,225 232,623

貸倒引当金 △8,404 △5,992

流動資産合計 6,649,533 6,096,723

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,190,740 1,202,164

機械、運搬具及び工具器具備品 687,366 687,758

土地 1,469,718 1,467,693

リース資産 26,568 26,568

減価償却累計額 △1,255,889 △1,256,639

有形固定資産合計 2,118,503 2,127,545

無形固定資産   

その他 16,949 14,536

無形固定資産合計 16,949 14,536

投資その他の資産   

投資有価証券 1,604,983 1,535,960

リース債権 156,841 153,736

その他 221,203 214,768

貸倒引当金 △59,693 △57,623

投資その他の資産合計 1,923,335 1,846,842

固定資産合計 4,058,789 3,988,923

資産合計 10,708,323 10,085,646
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 2,829,023 2,159,772

短期借入金 1,704,000 1,656,000

1年内返済予定の長期借入金 468,283 278,259

未払法人税等 252,097 159,126

未成工事受入金 723,409 1,479,644

賞与引当金 341,946 155,529

完成工事補償引当金 7,311 10,734

工事損失引当金 － 3,312

その他 385,878 279,039

流動負債合計 6,711,951 6,181,418

固定負債   

長期借入金 298,271 192,705

繰延税金負債 112,803 86,959

再評価に係る繰延税金負債 119,434 119,083

退職給付引当金 109,648 102,294

長期未払金 92,573 92,573

資産除去債務 6,711 12,793

その他 51,112 52,105

固定負債合計 790,553 658,515

負債合計 7,502,504 6,839,933

純資産の部   

株主資本   

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 1,448,459 1,534,273

自己株式 △217 △431

株主資本合計 2,762,746 2,848,345

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 652,974 608,794

土地再評価差額金 △227,733 △228,372

その他の包括利益累計額合計 425,241 380,421

少数株主持分 17,831 16,945

純資産合計 3,205,818 3,245,712

負債純資産合計 10,708,323 10,085,646
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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

売上高 5,868,823 6,119,532

売上原価 5,036,499 5,254,250

売上総利益 832,324 865,282

販売費及び一般管理費 548,166 567,630

営業利益 284,157 297,652

営業外収益   

受取利息 312 935

受取配当金 8,991 15,527

受取賃貸料 4,058 5,322

負ののれん償却額 735 －

その他 13,468 11,767

営業外収益合計 27,566 33,553

営業外費用   

支払利息 34,256 19,147

その他 6,632 7,454

営業外費用合計 40,888 26,602

経常利益 270,835 304,603

特別利益   

固定資産売却益 － 55

投資有価証券売却益 7 －

特別利益合計 7 55

特別損失   

固定資産除却損 99 92

減損損失 64 2,025

その他 608 －

特別損失合計 771 2,118

税金等調整前四半期純利益 270,071 302,541

法人税等 133,486 157,758

少数株主損益調整前四半期純利益 136,585 144,782

少数株主利益 1,210 743

四半期純利益 135,374 144,039
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 136,585 144,782

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 79,935 △44,133

その他の包括利益合計 79,935 △44,133

四半期包括利益 216,520 100,649

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 215,517 99,858

少数株主に係る四半期包括利益 1,003 791

常磐開発（株）　（１７８２）　平成26年3月期　第２四半期決算短信

－7－



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 270,071 302,541

減価償却費 35,470 37,902

減損損失 64 2,025

のれん償却額 4,759 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,867 △4,482

賞与引当金の増減額（△は減少） △175,819 △186,416

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 60 3,422

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 3,312

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,672 △7,353

受取利息及び受取配当金 △9,304 △16,462

支払利息 34,256 19,147

有形固定資産除却損 99 92

有形固定資産売却損益（△は益） － △55

投資有価証券売却損益（△は益） △7 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,980,226 1,466,032

たな卸資産の増減額（△は増加） △533,642 △482,583

リース債権の増減額（△は増加） 2,697 2,894

未収入金の増減額（△は増加） 62,707 33,467

その他の流動資産の増減額（△は増加） △331,837 2,279

仕入債務の増減額（△は減少） △1,145,354 △691,218

未成工事受入金の増減額（△は減少） 624,997 756,235

未払消費税等の増減額（△は減少） △88,772 18,755

未払金の増減額（△は減少） △120,164 △77,676

未払費用の増減額（△は減少） △36,257 △28,765

前受金の増減額（△は減少） △150 △862

その他の流動負債の増減額（△は減少） 302,738 △16,093

長期未払金の増減額（△は減少） △9,478 －

その他 △3,282 5,885

小計 855,535 1,142,021

利息及び配当金の受取額 9,304 16,466

利息の支払額 △29,702 △19,919

法人税等の支払額 △208,401 △265,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 626,735 873,303
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（単位：千円）

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

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

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △18,850 △11,200

定期預金の払戻による収入 33,600 8,400

投資有価証券の取得による支出 △2,877 △2,716

投資有価証券の売却による収入 112 －

貸付けによる支出 △210 －

貸付金の回収による収入 1,184 574

有形固定資産の取得による支出 △20,712 △24,529

有形固定資産の売却による収入 － 213

無形固定資産の取得による支出 △430 △300

その他 △7,167 5,656

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,350 △23,901

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） △1,135,784 △48,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △277,292 △295,590

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,707 △1,757

自己株式の取得による支出 △22 △213

配当金の支払額 △39,243 △58,864

少数株主への配当金の支払額 △1,177 △1,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,256,226 △406,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △644,841 443,299

連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現
金同等物の増加額 8,959 －

現金及び現金同等物の期首残高 2,183,327 2,139,864

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,547,445 2,583,164
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 該当事項はありません。 

     

  該当事項はありません。 

     

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  

前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備事業等を含んでおります。

当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備事業等を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  ３．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。  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
建築事業 

土木緑地 
事業 

環境関連 
事業 

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 3,326,143  1,502,758  506,331  75,379  5,410,612  458,210  5,868,823

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 4,930  15,708  5,739  －  26,377  26,655  53,032

計  3,331,073  1,518,466  512,070  75,379  5,436,989  484,866  5,921,856

セグメント利益  271,875  132,977  32,305  12,494  449,653  44,201  493,855

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
建築事業 

土木緑地 
事業 

環境関連 
事業 

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への

売上高 
 3,266,151  1,604,246  521,957  225,470  5,617,825  501,707  6,119,532

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 6,459  14,449  16,165  1,870  38,944  23,482  62,427

計  3,272,610  1,618,695  538,122  227,341  5,656,770  525,189  6,181,960

セグメント利益  193,765  211,958  40,502  25,815  472,041  39,114  511,155

  (単位 : 千円)

利益 前第２四半期連結累計期間  当第２四半期連結累計期間  

報告セグメント計  449,653  472,041

「その他」の区分の利益   44,201  39,114

セグメント間取引消去  △3,046  △17,542

全社費用（注）  △206,651  △195,960

四半期連結損益計算書の営業利益  284,157  297,652
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受注高、売上高及び繰越高の状況 

① 受注高（連結） 

  

② 売上高（連結） 

  

③ 繰越高（連結） 

  

  

  

４．補足情報

  

  

区分 

平成25年3月期第２四半期

連結累計期間 

自 平成24年４月１日  

至 平成24年９月30日  

平成26年3月期第２四半期

連結累計期間 

自 平成25年４月１日  

至 平成25年９月30日  

前年同期比 

前連結会計年度 

自 平成24年４月１日  

至 平成25年３月31日  

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

建築事業 ３，２２３ ６，４２０ １９９．２ ７，６０４ 

土木緑地事業 １，４３６ １，５９６ １１１．２ ３，５０４ 

環境関連事業 １，００５ ７６０ ７５．６ ３，０１０ 

不動産事業 ７５ ２２５ ２９９．１ ３３４ 

その他事業 ４５８ ５０１ １０９．５ ９２７ 

合 計 ６，１９９ ９，５０４ １５３．３ １５，３８２ 

  

  

区分 

平成25年3月期第２四半期

連結累計期間 

自 平成24年４月１日  

至 平成24年９月30日  

平成26年3月期第２四半期

連結累計期間 

自 平成25年４月１日  

至 平成25年９月30日  

前年同期比 

前連結会計年度 

自 平成24年４月１日  

至 平成25年３月31日  

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

建築事業 ３，３２６ ３，２６６ ９８．２ ７，４４３ 

土木緑地事業 １，５０２ １，６０４ １０６．８ ４，２０３ 

環境関連事業 ５０６ ５２１ １０３．１ １，７１９ 

不動産事業 ７５ ２２５ ２９９．１ ３３４ 

その他事業 ４５８ ５０１ １０９．５ ９２７ 

合 計 ５，８６８ ６，１１９ １０４．３ １４，６２７ 

  

  

区分 

平成25年3月期第２四半期

連結累計期間 

自 平成24年４月１日  

至 平成24年９月30日  

平成26年3月期第２四半期

連結累計期間 

自 平成25年４月１日  

至 平成25年９月30日  

前年同期比 

前連結会計年度 

自 平成24年４月１日  

至 平成25年３月31日  

  （百万円） （百万円） （％） （百万円） 

建築事業 ２，０８１ ５，５００ ２６４．２ ２，３４６ 

土木緑地事業 ２，３７７ １，７３７ ７３．１ １，７４４ 

環境関連事業 ６６８ １，６９８ ２５４．０ １，４６０ 

不動産事業 － － － － 

その他事業 － － － － 

合 計 ５，１２７ ８，９３６ １７４．３ ５，５５１ 
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