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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54期

第３四半期連結
累計期間

第55期
第３四半期連結
累計期間

第54期

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成24年
６月30日

自平成24年
10月１日
至平成25年
６月30日

自平成23年
10月１日
至平成24年
９月30日

売上高（千円） 5,399,4314,901,7356,902,662

経常利益又は経常損失（△）（千円） 135,200 △8,146 41,449

四半期（当期）純利益（千円） 133,278 208 47,411

四半期包括利益又は包括利益（千円） 129,454 49,348 40,270

純資産額（千円） 6,009,2365,931,3745,920,052

総資産額（千円） 10,198,6339,677,1689,777,216

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
17.56 0.02 6.24

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（％） 58.9 61.3 60.5

　

回次
第54期

第３四半期連結
会計期間

第55期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

１株当たり四半期純損失金額（△）

（円）
△11.55 △4.66

　（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【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（コーアツ工業株式会社）、子会社２社により構成されてお

り、建設事業、コンクリート製品事業、不動産賃貸事業を主たる業務としております。

当第３四半期連結累計期間における、各セグメントに係る主な事業内容の変更は、概ね次のとおりであります。　

<建設事業>

主な事業内容の変更はありません。

<コンクリート製品事業>

主な事業内容の変更はありません。

<不動産賃貸事業>

主な事業内容の変更はありません。

<その他>

主な事業内容の変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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、または、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の重要な変更はありません。

　  

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要や経済政策の期待感による円安や

株式市場の回復などにより、緩やかな景気回復持ち直しの動きが見られましたが、欧州債務危機や中国での内外景

気鈍化など先行き不透明な状況が続いております。 

　建設業界におきましては、東日本大震災の復興関連事業や耐震補強事業等で回復が見込まれますが、受注物件の獲

得競争や労務費・材料費の高騰等が影響してお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「全社員一丸となっ

て、受注体制や施工体制、管理体制を再構築して収益性を高め、企業価値の向上を図る。」を掲げ、鋭意努力してまい

りましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は、49億１百万円と前年同四半期に比し４億97百万円（9.2%減）

減少しました。また、工事原価の圧縮、販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、完成工事高の減少に

より経常損失８百万円となり前年同四半期に比し１億43百万円減少（前年同四半期は経常利益１億35百万円）、四

半期純利益は０百万円と前年同四半期に比し１億33百万円（99.8%減）減少しました。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。　　　

ａ.建設事業　

　当第３四半期連結累計期間における建設事業の完成工事高は、38億78百万円（前年同四半期比10.5%減）とな

りました。主な完成工事は、鹿児島県　道路整備（交付金）工事（百引拡幅１工区）５億13百万円(うち当連結累

計期間完成工事高１億６百万円)、国土交通省　平成24年度豊見城高架橋上部工（下りＰ７～Ｐ13）工事　２億82

百万円(うち当連結累計期間完成工事高２億82百万円)等であります。完成工事高の減少に伴い営業利益は１億

63百万円（前年同四半期比52.9%減）となりました。　　 

ｂ.コンクリート製品事業

　当第３四半期連結累計期間におけるコンクリート製品事業の売上高は、９億12百万円（前年同四半期比4.0%

減）となりました。製造原価の削減により営業利益は33百万円（前年同四半期比115.5%増）となりました。

c.不動産賃貸事業

　当第３四半期連結累計期間における不動産賃貸事業の売上高は、66百万円（前年同四半期比29.7%減）となり

ました。売上高の減少により営業利益は28百万円（前年同四半期比28.7%減）となりました。

　

（２）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は96億77百万円で、前連結会計年度末に比し１億０百万円減少しま

した。主な要因は現金預金が76百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が１億64百万円減少したこ

とによるものであります。 

　負債は37億45百万円で、前連結会計年度末に比し１億11百万円減少しました。主な要因は未成工事受入金の減少額

１億15百万円によるものであります。　

　純資産は59億31百万円で、前連結会計年度末に比し11百万円増加しました。主な要因は利益剰余金が37百万円減少

したものの、その他有価証券評価差額金が49百万円増加したことによるものであります。　
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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 30,400,000

計 30,400,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月13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

東京証券取引所

（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）【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。　

 

（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25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 7,600,000 － 1,319,000 － 1,278,500

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四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ないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。　

①【発行済株式】

 平成25年６月30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　　 　10,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　7,575,000 7,575 －

単元未満株式 普通株式　　 　15,000 － －

発行済株式総数 7,600,000 － －

総株主の議決権 － 7,575 －

　（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499株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成25年６月30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
10,000 － 10,000 0.13

計 － 10,000 － 10,000 0.13
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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）に基づいて作成し、「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。

　

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３四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任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）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 736,078 812,734

受取手形・完成工事未収入金等 ※2
 1,215,607

※2
 1,050,962

販売用不動産 96,079 110,474

未成工事支出金 262,425 251,839

商品及び製品 134,904 158,792

仕掛品 3,029 3,953

材料貯蔵品 25,668 21,991

その他 151,791 130,254

貸倒引当金 △3,058 △4,275

流動資産合計 2,622,527 2,536,727

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 1,262,740 1,223,335

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 228,821 238,320

土地 4,316,018 4,271,623

建設仮勘定 22,802 23,267

有形固定資産合計 5,830,383 5,756,546

無形固定資産 37,512 35,280

投資その他の資産

投資有価証券 953,045 1,029,113

その他 599,894 584,226

貸倒引当金 △266,147 △264,726

投資その他の資産合計 1,286,793 1,348,613

固定資産合計 7,154,689 7,140,440

資産合計 9,777,216 9,677,168
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 1,349,023 1,448,438

短期借入金 349,184 442,384

未払法人税等 23,612 15,526

未成工事受入金 427,849 312,010

完成工事補償引当金 3,000 4,500

工事損失引当金 20,960 19,150

賞与引当金 23,130 17,667

その他 571,592 364,351

流動負債合計 2,768,354 2,624,028

固定負債

長期借入金 1,032,301 1,043,613

その他 56,508 78,152

固定負債合計 1,088,809 1,121,765

負債合計 3,857,164 3,745,794

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 3,315,824 3,278,083

自己株式 △3,243 △3,320

株主資本合計 5,910,081 5,872,263

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,971 59,110

その他の包括利益累計額合計 9,971 59,110

純資産合計 5,920,052 5,931,374

負債純資産合計 9,777,216 9,677,168

EDINET提出書類

コーアツ工業株式会社(E00299)

四半期報告書

 9/16



（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３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 5,399,431 4,901,735

売上原価 4,732,949 4,396,275

売上総利益 666,482 505,459

販売費及び一般管理費 536,181 514,722

営業利益又は営業損失（△） 130,301 △9,263

営業外収益

受取利息 194 135

受取配当金 5,797 6,281

受取賃貸料 5,886 7,194

補助金収入 12,818 5,309

その他 5,873 6,498

営業外収益合計 30,570 25,419

営業外費用

支払利息 22,527 19,180

その他 3,143 5,121

営業外費用合計 25,670 24,302

経常利益又は経常損失（△） 135,200 △8,146

特別利益

固定資産売却益 － 18,645

特別利益合計 － 18,645

特別損失

固定資産除却損 199 815

特別損失合計 199 815

税金等調整前四半期純利益 135,001 9,683

法人税、住民税及び事業税 14,074 14,707

法人税等調整額 △12,352 △5,232

法人税等合計 1,722 9,475

少数株主損益調整前四半期純利益 133,278 208

四半期純利益 133,278 208
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 133,278 208

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,824 49,139

その他の包括利益合計 △3,824 49,139

四半期包括利益 129,454 49,348

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 129,454 49,348

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更】

（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）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得した

有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　１． 受取手形裏書譲渡高

  
前連結会計年度

（平成24年９月30日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 870千円 20,050千円

　

※２． 四半期連結会計期間末日満期手形

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おります。

なお、当四半期連結会計期間末日が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おります。

  
前連結会計年度

（平成24年９月30日）
当第3四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 41,257千円 37,262千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

売上高の季節的変動

前第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　

平成24年10月１日　至　平成25年６月30日）　

　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２四半期連結会計期間に多く計上される季節的変動要因がありますが、工事進行

基準適用工事の増加に伴い、工事進行基準に基づく売上高が工事の進捗度に応じて分散して計上される割合が高

まっているため、季節的変動は軽減される傾向にあります。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四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おりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

  
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年10月１日
至  平成24年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 161,759千円 144,301千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日）

　　　　　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23年12月22日

定時株主総会
普通株式 37,949 5.0

平成23年　

９月30日

平成23年

12月26日

利益剰余金

　
　

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年６月30日）

　　　　　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24年12月21日

定時株主総会
普通株式 37,949 5.0

平成24年

９月30日

平成24年

12月25日

利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成23年10月１日 至平成24年６月30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）２

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３　

建設事業
コンクリー
ト製品事業

不動産賃貸
事業　

計

その他
（注）１

　

売上高   　     

外部顧客への売上高 4,334,613950,46294,1925,379,26820,162 － 5,399,431
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 149,557 983 150,5413,015△153,556 －

計 4,334,6131,100,02095,1755,529,80923,178△153,5565,399,431

セグメント利益 347,08715,62639,986402,700△2,350△270,048 130,301

（注）1.「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、食品事業等を含んでおります。

2.セグメント利益調整額△270,048千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれておりま

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等であります。

3.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しております。
　

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３四半期連結累計期間（自平成24年10月１日 至平成25年６月30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）２

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３　

建設事業
コンクリー
ト製品事業

不動産賃貸
事業　

計

その他
（注）１

　

売上高   　     

外部顧客への売上高 3,878,494912,81366,2484,857,55744,177 － 4,901,735
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 92,841 983 93,8251,999△95,824 －

計 3,878,4941,005,65567,2324,951,38246,177△95,8244,901,735

セグメント利益又は損

失（△）
163,57433,67928,497225,7516,156△241,171 △9,263

（注）1.「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、食品事業等を含んでおります。

2.セグメント利益調整額△241,171千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれておりま

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等であります。

3.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失(△)と調整しております。　
　

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は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 17円56銭 0円02銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 133,278 208

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金額（千円） 133,278 208

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,589 7,589

　（注）　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。

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

 

 

 

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25年８月９日

コーアツ工業株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松尾　政治　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内 髙司 　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24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年４月１日から

平成25年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25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、コーアツ工業株式会社及び連結子会社の平成25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３四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おりません。
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