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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51期

第２四半期連結
累計期間

第51期
第２四半期連結
会計期間

第50期

会計期間

自平成20年
10月１日
至平成21年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成19年
10月１日
至平成20年
９月30日

売上高（千円） 7,328,161 3,986,408 7,612,327

経常損益（千円） 478,817 251,031 △631,143

四半期（当期）純損益（千円） 451,560 239,430 △1,901,892

純資産額（千円） － 7,336,637 6,927,935

総資産額（千円） － 15,937,235 15,820,981

１株当たり純資産額（円） － 966.24 912.42

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円）
59.47 31.53 △250.45

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 46.0 43.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
683,328 － △964,593

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△169,544 － △385,805

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△342,134 － 1,104,534

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 271,950 100,300

従業員数（人） － 257 265

　（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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

　　　　　　せん。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　

　

　

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 257 (22)

  （注）従業員数は就業人員数であり、（　）書きは外書で、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人

　　　　員を記載しております。なお、臨時従業員の平均雇用人員は、期中における総就労時間数を期中所定労働時

　　　　間数（１人１日８時間換算）で除したものを第２四半期連結会計期間末従業員数として算出しております。

(2）提出会社の状況

　 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 233 (19)

  （注）従業員数は就業人員数であり、（　）書きは外書で、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員を

　　　　記載しております。なお、臨時従業員の平均雇用人員は、期中における総就労時間数を期中所定労働時間数

　　　（１人１日８時間換算）で除したものを第２四半期会計期間末従業員数として算出しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

事業の種類別セグメントの名称 単位 

当第２四半期連結会計期間

（自平成21年１月１日　

  　至平成21年３月31日）　

建設事業 － －

コンクリート製品事業 ｔ 2,758

食品事業 ℓ 154,428　

不動産賃貸事業 － －

　（注）　当社グループのコンクリート製品事業及び食品事業では、生産実績を金額で表示することが困難であります。し

たがって、コンクリート二次製品の製造は製品生産重量をもって、また酒類の製造は製品生産容量をもって生

産実績としております。

(2）受注実績

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間

（自平成21年１月１日　

  　至平成21年３月31日）　

（千円）　

建設事業 1,607,717

コンクリート製品事業 392,100

食品事業 －

不動産賃貸事業 －

合計 1,999,817

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）売上実績

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間

（自平成21年１月１日　

  　至平成21年３月31日）　

（千円）　

建設事業 3,443,110

コンクリート製品事業 452,801

食品事業 43,113

不動産賃貸事業 47,382

合計 3,986,408

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の売上実績と総売上実績に対する割合は、次のとおりであります。

当第２四半期連結会計期間

相手先 金額（千円） 割合（％）

 鹿児島県 992,322 24.9

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）当社グループの売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第２四半期連結

　会計期間に集中しているため、第１四半期連結会計期間、第３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に

　おける売上高に比し第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。

　

　なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

①　受注高、売上高、繰越高及び施工高

当第２四半期累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日）

種類別
期首繰越高
（千円）

期中受注高
（千円）

計
（千円）

期中売上高
（千円）

期末繰越高
期中施工高
（千円）手持高

（千円）
うち施工高（千円）

建設事業      ％   

橋梁工事 7,332,924 5,150,864 12,483,789 5,271,398 7,212,391 21.9 1,578,866 3,592,774

基礎工事　 43,040 404,000 447,040 378,910 68,130 50.6 34,444 408,489

建築工事 115,248 119,487 234,736 147,360 87,375 5.7 4,947 129,143

計 7,491,213 5,674,352 13,165,565 5,797,668 7,367,896 22.0 1,618,258 4,130,407

コンクリート製品事業         

製品販売 146,925 935,730 1,082,655 1,006,305 76,350 － － －

型枠賃貸 6,235 6,424 12,659 10,649 2,010 － － －

計 153,160 942,155 1,095,315 1,016,954 78,360 － － －

不動産賃貸事業 － － － 95,371 － － － －

合計 7,644,373 6,616,508 14,260,881 6,909,995 7,446,257 － 1,618,258 4,130,407

　

前事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

種類別
期首繰越高
（千円）

期中受注高
（千円）

計（千円）
期中売上高
（千円）

期末繰越高
期中施工高
（千円）手持高

（千円）
うち施工高（千円）

建設事業      ％   

橋梁工事 5,352,677 7,113,743 12,466,421 5,133,496 7,332,924 44.4 3,257,490 6,709,895

基礎工事 － 642,185 642,185 599,145 43,040 11.3 4,865 604,010

建築工事　 24,400 203,400 227,800 112,551 115,248 20.1 23,164 135,716

計 5,377,077 7,959,329 13,336,407 5,845,194 7,491,213 43.9 3,285,519 7,449,622

コンクリート製品事業         

製品販売 184,159 1,047,115 1,231,275 1,084,350 146,925 － － －

型枠賃貸 1,472 43,277 44,750 38,515 6,235 － － －

計 185,631 1,090,393 1,276,025 1,122,865 153,160 － － －

不動産賃貸事業 － － － 191,330 － － － －

合計 5,562,709 9,049,722 14,612,432 7,159,389 7,644,373 － 3,285,519 7,449,622

　

　（注）１．前期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は、期中受注高にその増減高が含ま

れております。

２．期末繰越高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。

３．期中施工高は受注金額×進捗度によって算出しており、（期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工

高）に一致します。

４. コンクリート製品事業の期末繰越高のうち施工高及び期中施工高は、受注生産と見込生産を併用しているた

め、計数は把握できておりません。

５．食品事業については、当社で事業を行っておりませんので、事業区分の記載は省略しております。
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②　完成工事高

期別 区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

当第２四半期会計期間

（自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日）

橋梁工事 2,650,185 263,944 2,914,130

基礎工事 － 185,700 185,700

建築工事 － 94,151 94,151

計 2,650,185 543,796 3,193,981

　（注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

当第２四半期会計期間　請負金額　３億円以上の主なもの

神奈川県 主要地方道藤沢座間厚木線中津川左岸高架橋上部工

鹿児島県　 道路改築工事（青木18-4工区）

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 成田高速線　中外埜高架橋外6箇所（PCけた）

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであり

ます。

当第２四半期会計期間

相手先
完成工事高
（千円）

完成工事高総額
に対する割合

（％）

鹿児島県 948,103 29.7

神奈川県　 336,560 10.5

鉄道建設・運輸施

設整備支援機構　
319,470 10.0

③　手持工事高（平成21年３月31日現在）

区分 官公庁（千円） 民間（千円） 合計（千円）

橋梁工事 6,495,202 717,188 7,212,391

基礎工事 － 68,130 68,130

建築工事 29,500 57,875 87,375

計 6,524,702 843,194 7,367,896

　（注）　手持工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりであります。

鹿児島県 県単道路整備（交付金）工事（曽木大橋） 平成23年３月完成予定

沖縄県 伊良部大橋橋梁整備第３期工事（上部工その２） 平成21年12月完成予定 

NEXCO中日本 第二東名高速道路　浜北高架橋（PC上部工）西上り線工事 平成23年３月完成予定 

佐賀県　 多良岳20号橋 平成21年８月完成予定

鉄道建設・運輸施設

整備支援機構　

九州新幹線（鹿児島）古閑橋りょう外１箇所（PCけた）　 平成21年11月完成予定

中国地方整備局 尾道・松江自動車道六ツ宗川橋PC上部工 平成22年３月完成予定　
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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【財政状態及び経営成績の分析】

（１）業績の状況　

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的不況の影響により輸出関連企業の収益の低下、それに伴

う雇用情勢の悪化、個人消費の冷え込み等を主な要因として先行き不透明な状況であります。

　建設業界におきましては、公共投資の減少傾向は続いており、さらに民間企業における設備投資は、上述の理由によ

り見直し、中止等抑制傾向にあり厳しい受注環境が続いております。このような中、当社グループ（当社及び連結子会

社、以下同じ。）は当期経営基本方針として「収益の上がる受注体制・評価の上がる成果品の提供を目指し企業価値

の向上を図る。」を掲げ、鋭意努力してまいりました。

　当第２四半期連結会計期間の売上高は、39億86百万円、経常利益は建設事業において自社の機械設備等の使用を図り

原価の圧縮に努め、さらに販売費及び一般管理費の削減に努めたことにより２億51百万円となり四半期純利益は２億

39百万円となりました。

　ａ.建設事業　

　　　　　 当第２四半期連結会計期間における建設事業の完成工事高は、34億43百万円となりました。主な完成工事

　　　　 は、神奈川県　主要地方道藤沢座間厚木線中津川左岸高架橋上部工３億36百万円、鹿児島県　道路改築工事

　　　　（青木18-４工区）３億29百万円、鉄道建設・運輸施設整備支援機構　成田高速線　中外埜高架橋外６箇所（PC

　　 　　けた）３億19百万円であります。なお、営業利益は大型工事において自社の機械設備の使用を図り原価の圧縮

　　　　 に努めたことにより３億69百万円となりました。　　　 

　　　ｂ.コンクリート製品事業

 　　　　　当第２四半期連結会計期間におけるコンクリート製品事業の売上高は、４億52百万円となりました。

　　　　 第１四半期連結会計期間に比し自社製品の売上高が減少し、仕入商品の売上利益率の低下により営業利益は０

　　　　 百万円となりました。

　　　ｃ.食品事業

　　　　 　当第２四半期連結会計期間における食品事業の売上高は、43百万円となりました。売上高は増収傾向である

　　　　 ものの、減価償却費、販売費及び一般管理費の負担により、営業損失は22百万円となりました。

　　　ｄ.不動産賃貸事業

　　　　　 当第２四半期連結会計期間における不動産賃貸事業の売上高は47百万円となり、営業利益は10百万円となり

　　　　 ました。

　

　　（２）キャッシュ・フローの状況

　　　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

　　益は増加したものの、有形固定資産の取得による支出のため、第１四半期連結会計期間末に比し１億64百万円減少

　　し、２億71百万円となりました。

　

　　　（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、税金等調整前四半期純利益の計上とともに、仕入債務が８億７百万円増

　　　加、棚卸資産が６億20百万円減少したものの、売上債権が11億48百万円増加し、未成工事受入金等が７億15百万円

　　　減少したため17百万円の減少となりました。

　

　　　（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、第１四半期連結会計期間末に比し定期預金が22百万円減少したものの、

      機械装置等の有形固定資産の取得による支出が１億29百万円あったため１億12百万円の減少となりました。

　

　　　（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、第１四半期連結会計期間末に比し短期借入金が55百万円増加したもの

　　　の、長期借入金の返済による支出が87百万円あったため35百万円の減少となりました。

　

　　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　　（４）研究開発活動

　　　　当第２四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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　　（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　　　　当社グループを取り巻く事業環境は、公共投資の減少傾向は引続いており、さらに景気の悪化に伴う民間投資も

　　　低迷しており、非常に厳しい経営環境であります。

　　　　当社グループは、このような状況の中、建設事業においては、収益の上がる受注体制（受注の選別）、評価の上

　　　がる成果品の提供（現場管理のレベルアップ）、食品事業においては、販路の拡大及び製造原価の圧縮を図り恒常

　　　的に利益創出の出来る経営体質を目指しております。　　

　

　　（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　　　当社グループの資金と純資産の状況は、前連結会計年度までに２期連続営業キャッシュ・フローのマイナスが続

　　　いており、資金の調達は主に金融機関からの借入金であります。また、前連結会計年度において連結純損失を計上

　　　したことにより純資産が大きく減少しております。

        なお、当第２四半期連結会計期間においては、営業キャッシュ・フローはマイナスになったものの、当第２四半

　　　期連結累計期間においてはプラスとなり、純資産も増加しております。今後も収益性の向上と売上債権の早期回

　　　収、バランスのとれた設備投資の実施で財務体質の強化を図っていきます。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　

　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。　
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第４【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 30,400,000

計 30,400,000

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21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年５月15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 7,600,000 7,600,000

大阪証券取引所

（市場第二部）

福岡証券取引所

単元株式数　

1,000株　

計 7,600,000 7,600,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（４）【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21年１月１日～

平成21年３月31日
－ 7,600,000 － 1,319,000 － 1,278,500
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（５）【大株主の状況】

　 平成21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（％）

株式会社植村組 鹿児島市伊敷５丁目９－８ 1,129 14.85

株式会社ガイアテック 薩摩川内市西向田町５－11　 678 8.93

エスアイエックスエスアイエス

エルテイーデイー　（常任代理人　

株式会社三菱東京UFJ銀行）

千代田区丸の内２丁目７－１　 303 3.98

株式会社南日本運輸建設 薩摩川内市永利町1355番地１　 269 3.54

コーアツ工業従業員持株会 鹿児島市伊敷５丁目17－５　 267 3.52

コーアツ工業共栄会 鹿児島市伊敷５丁目17－５　 257 3.38

株式会社鹿児島銀行 鹿児島市金生町６－６　 240 3.15

鹿児島リース株式会社　 鹿児島市山之口町１－10　 240 3.15

第一生命保険相互会社　 中央区晴海１丁目８－12　 200 2.63

共栄火災海上保険株式会社　 港区新橋１丁目18－６　 200 2.63

南日本開発株式会社　 薩摩川内市樋脇町市比野315　 200 2.63

計 － 3,985 52.43
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21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 － － －

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） 普通株式　　　7,000 －
単元株式数

1,000株　

完全議決権株式（その他） 普通株式 　7,578,000 7,578 同上

単元未満株式 普通株式      15,000 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 7,600,000 － －

総株主の議決権 － 7,578 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式88株が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成21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（％）

コーアツ工業株式

会社

鹿児島市伊敷

５丁目17－５
7,000 － 7,000 0.09

計 － 7,000 － 7,000 0.09

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年

10月 11月 12月 平成21年
１月

２月 ３月

最高（円） 296 231 225 215 245 234

最低（円） 214 196 190 195 203 207

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役員の異動　

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 － 取締役 管理副本部長 白石純孝 平成21年５月１日

取締役 － 代表取締役社長 － 茅場　等 平成21年４月30日
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省

令第14号）に準じて記載しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

３号ただし書き及び附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成

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、当第２四半期連結会計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツ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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 391,950 271,300

受取手形・完成工事未収入金等 2,878,654 1,318,257

販売用不動産 238,035 241,669

未成工事支出金 ※2
 1,547,521 2,806,481

商品及び製品 158,397 216,492

仕掛品 140,319 123,505

原材料及び貯蔵品 51,696 57,987

その他 252,792 464,317

貸倒引当金 △16,013 △10,166

流動資産合計 5,643,354 5,489,848

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） ※1,3
 2,412,735

※1,3
 2,501,984

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） ※1
 756,286

※1
 350,076

土地 ※3
 5,268,520

※3
 5,318,911

建設仮勘定 5,506 282,812

有形固定資産計 8,443,048 8,453,784

無形固定資産

のれん 93,015 95,833

その他 29,358 32,821

無形固定資産計 122,373 128,655

投資その他の資産

投資有価証券 1,021,752 1,032,879

その他 800,575 809,767

貸倒引当金 △93,869 △93,952

投資その他の資産計 1,728,458 1,748,693

固定資産合計 10,293,881 10,331,133

資産合計 15,937,235 15,820,981

EDINET提出書類

コーアツ工業株式会社(E00299)

四半期報告書

14/26



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 3,116,481 2,139,708

短期借入金 2,888,560 3,118,460

未払法人税等 30,063 28,018

未成工事受入金 1,137,091 2,139,307

完成工事補償引当金 4,800 4,200

工事損失引当金 ※2
 85,500 105,000

賞与引当金 1,978 1,978

その他 472,215 407,454

流動負債合計 7,736,691 7,944,127

固定負債

長期借入金 740,980 815,260

その他 122,926 133,658

固定負債合計 863,906 948,918

負債合計 8,600,597 8,893,045

純資産の部

株主資本

資本金 1,319,000 1,319,000

資本剰余金 1,278,500 1,278,500

利益剰余金 4,721,320 4,307,724

自己株式 △2,792 △2,792

株主資本合計 7,316,027 6,902,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,610 25,504

評価・換算差額等合計 20,610 25,504

純資産合計 7,336,637 6,927,935

負債純資産合計 15,937,235 15,820,981
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（２）【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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 7,328,161

売上原価 6,331,739

売上総利益 996,422

販売費及び一般管理費 ※1
 503,746

営業利益 492,675

営業外収益

受取利息 727

受取配当金 1,940

受取賃貸料 4,454

業務受託料 7,464

法人税等還付加算金 2,760

その他 2,977

営業外収益合計 20,325

営業外費用

支払利息 32,149

その他 2,033

営業外費用合計 34,182

経常利益 478,817

特別利益

固定資産売却益 46

特別利益合計 46

特別損失

固定資産除却損 1,857

投資有価証券売却損 330

投資有価証券評価損 9,268

たな卸資産評価損 10,677

特別損失合計 22,133

税金等調整前四半期純利益 456,731

法人税、住民税及び事業税 10,409

法人税等調整額 △5,239

法人税等合計 5,170

四半期純利益 451,560
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 3,986,408

売上原価 3,484,707

売上総利益 501,700

販売費及び一般管理費 ※1
 246,594

営業利益 255,106

営業外収益

受取利息 435

受取賃貸料 2,152

業務受託料 5,361

法人税等還付加算金 2,760

その他 1,201

営業外収益合計 11,911

営業外費用

支払利息 14,959

その他 1,026

営業外費用合計 15,986

経常利益 251,031

特別利益

固定資産売却益 46

特別利益合計 46

特別損失

固定資産売却損 234

投資有価証券評価損 9,020

特別損失合計 9,254

税金等調整前四半期純利益 241,823

法人税、住民税及び事業税 5,149

法人税等調整額 △2,756

法人税等合計 2,392

四半期純利益 239,430
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成21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 456,731

減価償却費 201,953

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,764

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 600

工事損失引当金の増減額（△は減少） △19,500

受取利息及び受取配当金 △2,667

支払利息 32,149

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,810

たな卸資産評価損 10,677

投資有価証券売却損益（△は益） 330

投資有価証券評価損益（△は益） 9,268

売上債権の増減額（△は増加） △1,560,396

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,349,882

その他の流動資産の増減額（△は増加） 207,143

仕入債務の増減額（△は減少） 976,772

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,002,215

その他の流動負債の増減額（△は減少） 34,960

その他 12,057

小計 715,321

利息及び配当金の受取額 2,416

利息の支払額 △27,485

法人税等の支払額 △6,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 683,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 51,000

有形固定資産の取得による支出 △211,171

有形固定資産の売却による収入 1,537

投資有価証券の取得による支出 △6,695

投資有価証券の売却による収入 11

貸付金の回収による収入 411

その他 △4,637

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,544

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） △140,000

長期借入金の返済による支出 △164,180

配当金の支払額 △37,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △342,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,649

現金及び現金同等物の期首残高 100,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 271,950
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　

たな卸資産　

　 棚卸資産の評価基準及び評価方法につきましては、当第１四半

 期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

 会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

 次のとおり変更しております。　

　①販売用不動産

　　個別法による原価法から個別法による原価法（貸借対照表価

　額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）　

　②製品、仕掛品及び材料

　　総平均法による原価法から総平均法による原価法（貸借対照

　表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）　

 　これにより、税金等調整前四半期純利益は、10,677千円減少し

 ております。

　 なお、セグメント情報に与える影響は、ありません。　

(2) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更　

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期が18か月

超、かつ請負金額５億円以上の工事については工事進行基準を、そ

の他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）が平成21年４月１

日より前に開始する連結会計年度から適用できることになったこ

とに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四

半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原

価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。　　

　これにより、売上高が165,383千円、売上総利益が11,023千円増加

し、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

11,023千円増加しております。　

　 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載してお

 ります。　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

棚卸資産の評価方法 　当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、

実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として

合理的な方法により算定しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

※１　有形固定資産減価償却累計額    6,831,871千円

　

※１　有形固定資産減価償却累計額　　6,649,983千円

　

※２　工事損失引当金　

　　　 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

　　 出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し

　　 ております。

　　　 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支

　　 出金のうち、工事損失引当金に対応する額は84,722千

　　 円であります。　　

─────

　

※３　担保資産

　　　 担保に供されている資産で、事業の運営において重

　　 要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べ

 　　て著しい変動が認められるものは、次のとおりであり

 　　ます。　

　　　　建物　　　　　  　　1,698,977千円　　　

　　　　土地　　　　　　　　2,742,782千円

　

※３　担保資産

　

　

　
　
　　　　建物　　　　　　　 974,561千円

　　　　土地　　　 　　　2,353,290千円
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（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額は　

　　 次のとおりであります。

　　　 従業員給料手当             193,742千円

　　　 退職給付費用                10,460千円

　 　　貸倒引当金繰入額　 　　　　　5,962千円

　　　

　２．当社グループの売上高は、主たる事業である建設事

　　業において、契約により工事の完成引渡しが第２四半

　　期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結

　　会計期間、第３四半期連結会計期間及び第４四半期連

　　結会計期間における売上高に比し第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。　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及びその金額は　

　　 次のとおりであります。

　　　 従業員給料手当              95,934千円

　　　 退職給付費用                 5,220千円

　 　　貸倒引当金繰入額　 　　　　　4,997千円

　　　

　２．当社グループの売上高は、主たる事業である建設事

　　業において、契約により工事の完成引渡しが第２四半

　　期連結会計期間に集中しているため、第１四半期連結

　　会計期間、第３四半期連結会計期間及び第４四半期連

　　結会計期間における売上高に比し第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。　

　

EDINET提出書類

コーアツ工業株式会社(E00299)

四半期報告書

21/26



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

　※　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

現金預金勘定    391,950千円
預入期間が３か月を超
える定期性預金

△120,000

現金及び現金同等物 271,950

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　

平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　7,600千株
　
２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　7千株
　
３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　
４．配当に関する事項

　　　　　（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20年12月19日

定時株主総会
普通株式 37,964 5.0

平成20年

９月30日

平成20年

12月22日

利益剰余金

　

　　　　　（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。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

　
建設事業
（千円）　

コンクリート

製品事業

（千円）　

食品事業
（千円）　

 不動産賃貸

    事業

（千円）　

計
（千円）　

消去又は全社

（千円）　
連結

（千円）　

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
3,443,110 452,801 43,113 47,382 3,986,408 － 3,986,408

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 38,991 765 267 40,024 (40,024) －

計 3,443,110 491,792 43,878 47,650 4,026,432 (40,024) 3,986,408

営業利益又は営業損失(△) 369,009 496 △22,724 10,409 357,191 (102,085) 255,106

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日）

　
建設事業
（千円）　

コンクリート

製品事業

（千円）　

食品事業
（千円）　

 不動産賃貸

    事業

（千円）　

計
（千円）　

消去又は全社

（千円）　
連結

（千円）　

売上高        

(1）外部顧客に対する売上

高
6,126,505 1,031,849 74,969 94,835 7,328,161 － 7,328,161

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 106,911 2,862 535 110,310 (110,310) －

計 6,126,505 1,138,761 77,832 95,371 7,438,471 (110,310) 7,328,161

営業利益又は営業損失(△) 685,704 45,892 △45,510 19,264 705,352 (212,676) 492,675

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

（１）事業区分の方法

　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。

（２）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業　　　：土木・建築その他建設工事全般に関する事業及び、不動産の販売に関する事業

 コンクリート製品事業：コンクリート製品の製造、販売及び型枠の賃貸に関する事業

 食品事業　　　：健康食品等の販売及び焼酎等アルコール類の製造、販売に関する事業

不動産賃貸事業：不動産の賃貸に関する事業

　　　　　２．会計処理の方法の変更

　　　　　　（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）　

　　　　　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」1.（2）に記載のとおり従来、工期

　　　　　　が18か月超、かつ請負金額５億円以上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成

　　　　　　基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）

　　　　　　及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）が平成

　　　　　　21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計

　　　　　　期間からこれらの会計基準等を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第２四半期連結

　　　　　　会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率

　　　　　　の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　　　　　　　これにより、建設事業において、売上高が165,383千円、営業利益が11,023千円増加しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日）　

　　日本以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日）　

　　海外売上高はないため、該当事項はありません。　

　

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）　

　当社グループは、デリバティブ取引を行わなかったため、該当事項はありません。　

　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 966.24円 １株当たり純資産額 912.42円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 59.47円 １株当たり四半期純利益金額 31.53円

　（注）1.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　　2.１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成21年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 451,560 239,430

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 451,560 239,430

期中平均株式数（千株） 7,592 7,592

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じて処理を行っており、当四

半期連結会計期間末におけるリース取引残高が前連結会計年度末に比して著しい変動がないため、記載しておりま

せん。

　

　

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２１年５月８日

コーアツ工業株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 丸林　信幸　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西元　浩文　　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」に掲げられているコーアツ工業株式会

社の平成20年10月１日から平成21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21年１月１日から平成

21年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、コーアツ工業株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・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。

　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。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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