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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70期
第１四半期
連結累計期間

第71期
第１四半期
連結累計期間

第70期

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

売上高 (百万円) 24,763 25,532 110,344

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) △137 383 275

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △382 110 △2,024

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) △484 △150 △1,997

純資産額 (百万円) 11,223 9,457 9,710

総資産額 (百万円) 65,289 63,945 65,838

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △11.14 3.20 △58.88

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 16.7 14.2 14.2

　
(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載していない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

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、第70期第１四半期連結累計期間及び第

70期は１株当たり四半期(当期)純損失であり潜在株式が存在しないため、第71期第１四半期連結累

計期間は潜在株式が存在しないため記載していない。

　

　

２ 【事業の内容】

当第１四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)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスク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ない。

　
　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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ない。

　
　
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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州の金融不安や長引く円高などにより、依然と

して不透明な状況で推移した。

国内建設市場においても、震災などの影響による労働者不足や資機材の調達環境の悪化などにより、

厳しい経営環境が続いている。

このような状況のもと、当社グループは国内建設事業と海外建設事業の両輪をもって経営環境の変

化に機敏に対応できる安定した収益基盤を構築し、強い競争力と体力のある企業に成長すべく取り組

んでいる。

当第１四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなった。

売上高は、建設事業245億98百万円(前年同四半期比0.6％増)に不動産事業他９億33百万円(前年同四

半期比189.2％増)をあわせ、255億32百万円(前年同四半期比3.1％増)となった。

損益面においては、営業利益は３億91百万円(前年同四半期　営業損失１億25百万円)、経常利益は３

億83百万円(前年同四半期　経常損失１億37百万円)、四半期純利益は１億10百万円(前年同四半期 四半

期純損失３億82百万円)となった。

　
(注) 「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

　
セグメントの業績は次のとおりである。(セグメント間の内部売上高等を含めて記載している。)

建設事業

日本

当社グループの建設事業の日本における受注高は、148億68百万円(前年同四半期比1.5％減)と

なった。

売上高は、130億19百万円(前年同四半期比15.4％減)となり、工事採算の改善などにより、営業損

失は２億36百万円(前年同四半期　営業損失４億67百万円)に縮小した。
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東南アジア

当社グループの建設事業の東南アジアにおける受注高は、163億53百万円(前年同四半期比

167.3％増)となった。

売上高は、115億84百万円(前年同四半期比27.8％増)となり、売上高増加に伴う売上総利益の増

加などにより、営業利益は４億11百万円(前年同四半期比111.4％増)となった。
　

不動産事業

日本

賃貸事業を中心とする不動産事業の日本における売上高は、分譲による売上高の計上もあり、８

億63百万円(前年同四半期比243.4％増)となり、営業利益は１億82百万円(前年同四半期比48.7％

増)となった。
　　

北米

賃貸事業を営む不動産事業の北米における売上高は、66百万円(前年同四半期比0.3％増)とな

り、営業利益は34百万円(前年同四半期比25.9％増)となった。

　　

その他の事業

その他の事業については、売上高は７百万円(前年同四半期比9.4％減)となり、営業利益は０百

万円(前年同四半期　営業損失２百万円)となった。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ18億92百万円減少し、639億45

百万円となった。これは、「現金預金」が39億34百万円及び「未成工事支出金」が10億10百万円それぞ

れ増加したが、「受取手形・完成工事未収入金等」が65億６百万円減少したことなどによるものであ

る。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ16億39百万円減少し、544億88百万円となった。これは、「未成

工事受入金」が８億90百万円増加したが、「支払手形・工事未払金等」が11億円及び「借入金」が10

億25百万円それぞれ減少したことなどによるものである。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ２億53百万円減少し、94億57百万円となった。これは、剰余金

の配当１億３百万円の支払及び円高による為替換算調整勘定の影響などによるものである。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はない。

  また、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更も行っていない。

　

(4) 研究開発活動

建設事業

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は７百万円であった。

なお、連結子会社においては、研究開発活動は特段行っていない。

　

不動産事業及びその他の事業

研究開発活動は特段行っていない。
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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 154,792,300

計 154,792,300

　

② 【発行済株式】

　
　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10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 34,498,09734,498,097
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は500株である。

計 34,498,09734,498,097― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

該当事項はない。

　

　

(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】

　

該当事項はない。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はない。

　

(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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

 平成24年４月１日～
 平成24年６月30日

― 34,498,097― 5,061 ― 1,400

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができないので、直前の基準日である平成24年３月31日の株主名簿により記載している。

① 【発行済株式】

平成24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)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 111,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

34,193,000
68,386 ―

単元未満株式 普通株式 194,097 ― １単元(500株)未満の株式

発行済株式総数 34,498,097― ―

総株主の議決権 ― 68,386 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞ

れ1,500株(議決権３個)及び150株含まれている。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式406株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成24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)
株式会社ナカノフドー建設

東京都千代田区
九段北四丁目２番28号

111,000 ― 111,000 0.32

計 ― 111,000 ― 111,000 0.32

　

　

２ 【役員の状況】

該当事項はない。
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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年建設省令第14号)に準じて記載して

いる。

　

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１四半期連結会計期間(平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、和泉監査法人による四半期レビューを受けている。
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 17,102 21,037

受取手形・完成工事未収入金等 ※2
 25,977

※2
 19,471

未成工事支出金 1,626 2,636

その他のたな卸資産 816 265

繰延税金資産 49 48

その他 1,829 2,248

貸倒引当金 △255 △215

流動資産合計 47,146 45,492

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 4,254 4,192

土地 10,975 10,962

その他（純額） 226 200

有形固定資産合計 15,456 15,355

無形固定資産 123 123

投資その他の資産

投資有価証券 2,390 2,289

繰延税金資産 33 21

その他 893 863

貸倒引当金 △206 △200

投資その他の資産合計 3,111 2,973

固定資産合計 18,691 18,453

資産合計 65,838 63,945
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※2
 38,482 37,382

1年内償還予定の社債 560 560

短期借入金 5,030 4,055

未払法人税等 174 189

未成工事受入金 5,351 6,242

工事損失引当金 951 820

引当金 331 199

その他 1,359 1,206

流動負債合計 52,241 50,655

固定負債

長期借入金 1,975 1,925

繰延税金負債 224 225

退職給付引当金 918 935

負ののれん 57 42

その他 710 704

固定負債合計 3,886 3,833

負債合計 56,127 54,488

純資産の部

株主資本

資本金 5,061 5,061

資本剰余金 1,400 1,400

利益剰余金 4,961 4,968

自己株式 △27 △28

株主資本合計 11,395 11,401

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 140 129

為替換算調整勘定 △2,211 △2,470

その他の包括利益累計額合計 △2,071 △2,340

少数株主持分 386 396

純資産合計 9,710 9,457

負債純資産合計 65,838 63,945
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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１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 24,763 25,532

売上原価 23,585 24,070

売上総利益 1,177 1,462

販売費及び一般管理費 1,303 1,070

営業利益又は営業損失（△） △125 391

営業外収益

受取利息 19 19

受取配当金 16 18

負ののれん償却額 14 14

その他 2 2

営業外収益合計 52 55

営業外費用

支払利息 39 37

為替差損 20 23

その他 4 2

営業外費用合計 64 63

経常利益又は経常損失（△） △137 383

特別損失

投資有価証券評価損 1 85

その他 137 －

特別損失合計 138 85

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（△）

△276 298

法人税、住民税及び事業税 80 134

法人税等調整額 10 18

法人税等合計 90 152

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△366 145

少数株主利益 16 35

四半期純利益又は四半期純損失（△） △382 110
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△366 145

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12 △10

為替換算調整勘定 △105 △286

その他の包括利益合計 △117 △296

四半期包括利益 △484 △150

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △485 △159

少数株主に係る四半期包括利益 1 9
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【会計方針の変更等】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

これによる、当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微である。

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

  １　保証債務

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

　 (外貨) (円貨) (外貨) (円貨)

工事履行保証 77,755千S$5,082百万円 61,849千S$3,831百万円

　 12,920千M$346 5,159千M$ 128

　 191,737千B 511 226,465千B 563

従業員持家ローン 　 0 　 0

　　計 　 5,942 　 4,524

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。

　なお、当第１四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間

末日満期手形が四半期連結会計期間末日残高に含まれている。

　 　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

受取手形 28百万円 42百万円

支払手形 2,813 ―

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

　なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)

及び負ののれんの償却額は、次のとおりである。

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 91百万円 80百万円

負ののれん償却額 14 14
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(株主資本等関係)

Ⅰ.前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 206 6.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　該当事項はない。

　

３．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はない。

　

Ⅱ.当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 103 3.00平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　　該当事項はない。

　

３．株主資本の金額の著しい変動

　　該当事項はない。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　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：百万円)

　

報告セグメント

その他
の事業
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額

建設事業 不動産事業

日本
東南
アジア

計 日本 北米 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 15,3799,06124,441247 66 314 8 24,763― 24,763

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― 4 4 3 ― 3 ― 8 △8 ―

計 15,3799,06524,445251 66 317 8 24,772△8 24,763

セグメント利益
又は損失(△)　　(注)３

△467 194 △273 122 27 150 △2 △125 ― △125

(注) １　「その他の事業」は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業である。

２　セグメント間取引消去によるものである。

３　セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と一致している。

　

　

　当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

　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：百万円)

　

報告セグメント

その他
の事業
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額

建設事業 不動産事業

日本
東南
アジア

計 日本 北米 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 13,01911,57924,598859 66 925 7 25,532― 25,532

セグメント間の
内部売上高又は振替高

― 4 4 4 ― 4 ― 8 △8 ―

計 13,01911,58424,603863 66 930 7 25,541△8 25,532

セグメント利益
又は損失(△)　　(注)３

△236 411 174 182 34 216 0 391 ― 391

(注) １　「その他の事業」は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業である。

２　セグメント間取引消去によるものである。

３　セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

　 　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
  至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
  至　平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) △11.14 3.20

(算定上の基礎) 　 　 　

四半期純利益又は四半期純損失(△) (百万円) △382 110

普通株主に帰属しない金額　　　　　　 (百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は
普通株式に係る四半期純損失(△)

(百万円) △382 110

普通株式の期中平均株式数 (千株) 34,389 34,385

　
(注) 　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失で

あり潜在株式が存在しないため、当第１四半期累計期間は潜在株式が存在しないため記載していない。
　

　
(重要な後発事象)

該当事項はない。

　

　

　

　

２ 【その他】

該当事項はない。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年８月10日

株式会社　ナカノフドー建設

　　　取　締　役　会　御中

　

和　泉　監　査　法　人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　川　　尻　　慶　　夫　　印

　
業務執行社員 　 公認会計士　　森　　　　　英　　之　　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」に掲げられている株式
会社ナカノフドー建設の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計
期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平
成24年６月30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、株式会社ナカノフドー建設及び連結子会社の
平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表
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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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