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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42期

第１四半期
連結累計期間

第43期
第１四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 1,670,811 1,868,216 6,852,141

経常利益 (千円) 62,605 104,811 265,997

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 33,631 67,180 191,667

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 33,278 71,216 199,544

純資産額 (千円) 2,349,318 2,546,126 2,515,457

総資産額 (千円) 3,963,921 4,218,080 4,102,960

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.29 16.57 47.27

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 (％) 59.2 60.4 61.3
 

(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。

４.「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、当第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)において営まれている事業の内容に

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１四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」についての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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(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、各種経済政策、原油価格の下落、株式市場の好況などを背景

とした企業業績や雇用・所得環境の改善傾向が続き、緩やかな回復が見込まれる状況で推移いたしました。

当社グループの中心となっている住宅建築業界におきましては、住宅取得に対する諸政策は拡大、継続されてい

るものの、本格的な回復には至らず、厳しい状況となりました。　

このような経済状況のもとで、当社グループの建設工事事業において、既設住宅向けのガス設備機器の取り替え

や中規模建設物のリフォームや改修防水の件数が増加、また、大規模新築防水工事を受注したことにより、堅調に

推移いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,868,216千円(前年同四半期比11.8％増)、営業利益は100,100

千円(前年同四半期比79.1％増)、経常利益は104,811千円(前年同四半期比67.4％増)、親会社株式に帰属する四半期

純利益は67,180千円(前年同四半期比99.8％増)となりました。

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(建設工事事業)

ユーティリティーは、ガス設備工事及び太陽光発電システム設置工事を中心としております。戸建住宅向けの

ガス設備機器の新規組み込みや太陽光発電システム設置工事の件数は減少しております。しかし、既設住宅向け

のガス設備機器の取り替え件数は増加しており、業績は伸長いたしました。この結果、売上高は249,387千円(前

年同四半期比4.0％増)となりました。

リフォームは、住宅の新築を含めた各種住宅リフォームを中心としております。集合住宅などの中規模建設物

に対する補修・修繕工事の件数が増加し、また、注文戸建新築住宅などの販売は堅調に推移したことにより、業

績は伸長いたしました。この結果、売上高は402,878千円(前年同四半期比5.9％増)となりました。

防水は、ＦＲＰ防水、シート防水等の各種防水工事を中心としております。新築戸建住宅向けの防水工事の件

数は減少いたしました。しかし、既設建物に対する改修案件の増加、大規模新築防水工事の受注があり、業績は

伸長いたしました。この結果、売上高は501,918千円(前年同四半期比51.7％増)となりました。

以上の結果、建設工事事業の売上高は1,154,184千円(前年同四半期比21.4％増)、営業利益は57,586千円(前年

同四半期比189.0％増)となりました。
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(住宅等サービス事業)

住宅等サービス事業は、住宅の保護という観点から、特に床下環境の改善及びシロアリ対策を中心としており

ます。床下環境改善の防湿商品の販売は低調でありますが、新築戸建住宅向けのシロアリ予防工事及び既設住宅

向けのシロアリ再予防工事の件数増加により、業績は伸長いたしました。

以上の結果、住宅等サービス事業の売上高は350,574千円(前年同四半期比4.0％増)、営業利益は75,974千円(前

年同四半期比10.2％増)となりました。

 

(ビルメンテナンス事業)

ビルメンテナンス事業は、首都圏のビルの窓及び外壁のクリーニング、マンション、公共施設などの清掃管理

サービスを中心としております。既存受託物件の維持管理コスト低減の意識を背景として、請負単価の低価格化

への要請は依然として続いております。また、継続して新規受託物件の獲得に向けて、社員教育を徹底し、高品

質のサービスを提供して他社との差別化を図るなどの諸施策を継続して実施しておりますが、作業回数の削減や

順延により、業績確保は厳しい状況となりました。

以上の結果、ビルメンテナンス事業の売上高は363,457千円(前年同四半期比5.0％減)、営業利益は26,111千円

(前年同四半期比9.8％増)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて115,120千円増加し、4,218,080千円

となりました。主な増減は、売上債権の増加139,759千円、たな卸資産の増加28,309千円があったものの、現金及び

預金の減少63,965千円があったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて84,450千円増加し、1,671,953千円となりました。主な増減は、仕入債務の増

加69,843千円があったことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて30,669千円増加し、2,546,126千円となりました。主な増減は、利益剰余金

の増加26,633千円があったことによるものであります。

 

(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、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。

 

(4) 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 13,400,000

計 13,400,000
 

 

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27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８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 4,060,360 4,060,360
名古屋証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は、1,000株であ
ります。

計 4,060,360 4,060,360 ― ―
 

 

 

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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27年４月１日～
平成27年６月30日

― 4,060 ― 186,072 ― 145,813
 

 

(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、記載事項はありません。
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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27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27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)
(自己保有株式)
普通株式 5,000
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,053,000
4,053 ―

単元未満株式
普通株式

2,360
― ―

発行済株式総数 4,060,360 ― ―

総株主の議決権 ― 4,053 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成27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(％)

(自己保有株式)
株式会社ニットー

名古屋市北区平安二丁目
10番19号

5,000 ― 5,000 0.1

計 ― 5,000 ― 5,000 0.1
 

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

 6/16



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１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,043,700 979,735

  受取手形及び売掛金 871,970 1,011,730

  たな卸資産 362,220 390,529

  その他 127,567 137,881

  貸倒引当金 △5,504 △5,714

  流動資産合計 2,399,954 2,514,162

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 468,327 462,845

   土地 937,767 937,767

   その他（純額） 7,135 7,444

   有形固定資産合計 1,413,231 1,408,057

  無形固定資産   

   その他 9,406 9,221

   無形固定資産合計 9,406 9,221

  投資その他の資産   

   その他 282,621 287,028

   貸倒引当金 △2,253 △390

   投資その他の資産合計 280,368 286,638

  固定資産合計 1,703,006 1,703,917

 資産合計 4,102,960 4,218,080
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 583,476 653,320

  短期借入金 115,000 115,000

  1年内返済予定の長期借入金 50,400 50,400

  未払法人税等 ― 5,282

  賞与引当金 80,002 42,877

  完成工事補償引当金 12,900 21,500

  その他 252,633 300,638

  流動負債合計 1,094,412 1,189,017

 固定負債   

  長期借入金 36,600 24,000

  退職給付に係る負債 258,886 263,114

  長期未払金 23,840 23,840

  その他 173,764 171,981

  固定負債合計 493,090 482,935

 負債合計 1,587,503 1,671,953

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 186,072 186,072

  資本剰余金 145,813 145,813

  利益剰余金 2,154,663 2,181,297

  自己株式 △1,241 △1,241

  株主資本合計 2,485,307 2,511,940

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 29,707 34,424

  その他の包括利益累計額合計 29,707 34,424

 非支配株主持分 443 △238

 純資産合計 2,515,457 2,546,126

負債純資産合計 4,102,960 4,218,080
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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：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 1,670,811 1,868,216

売上原価 1,188,077 1,349,042

売上総利益 482,734 519,173

販売費及び一般管理費 426,855 419,073

営業利益 55,878 100,100

営業外収益   

 受取利息 15 7

 受取配当金 621 657

 受取手数料 664 561

 受取保険金 1,229 191

 受取賃貸料 3,638 3,282

 その他 2,072 1,657

 営業外収益合計 8,241 6,357

営業外費用   

 支払利息 409 257

 賃貸費用 963 1,064

 その他 140 325

 営業外費用合計 1,514 1,646

経常利益 62,605 104,811

税金等調整前四半期純利益 62,605 104,811

法人税、住民税及び事業税 35,680 52,808

法人税等調整額 △6,264 △14,495

法人税等合計 29,415 38,312

四半期純利益 33,190 66,499

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △441 △681

親会社株主に帰属する四半期純利益 33,631 67,180
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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：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 33,190 66,499

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 88 4,717

 その他の包括利益合計 88 4,717

四半期包括利益 33,278 71,216

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 33,720 71,897

 非支配株主に係る四半期包括利益 △441 △681
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。　

 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「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）等を当第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及び少数株主持分から

非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

 
(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おりません。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。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 6,925千円 6,287 千円

のれんの償却額 2,343千円  ―
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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

(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６月21日
定時株主総会

普通株式 56,770 14.00 平成26年３月31日 平成26年６月23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

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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

(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６月20日
定時株主総会

普通株式 40,546 10.00 平成27年３月31日 平成27年６月22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１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２建設工事事業

住宅等サービ
ス事業

ビルメンテナ
ンス事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 951,078 337,058 382,674 1,670,811 ― 1,670,811

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 995 120 1,115 △1,115 ―

計 951,078 338,054 382,794 1,671,927 △1,115 1,670,811

セグメント利益 19,928 68,922 23,771 112,623 △56,745 55,878
 

(注) １．セグメント利益の調整額△56,745千円には、セグメント間取引消去6,335千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△63,080千円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当社の

総務部等管理部門に係る費用であります。

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っております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２建設工事事業

住宅等サービ
ス事業

ビルメンテナ
ンス事業

計

売上高       

  外部顧客への売上高 1,154,184 350,574 363,457 1,868,216 ― 1,868,216

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

755 701 215 1,671 △1,671 ―

計 1,154,939 351,276 363,672 1,869,887 △1,671 1,868,216

セグメント利益 57,586 75,974 26,111 159,672 △59,572 100,100
 

(注) １．セグメント利益の調整額△59,572千円には、セグメント間取引消去6,396千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△65,968千円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当社の

総務部等管理部門に係る費用であります。

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っております。

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

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。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 ８円29銭 16円57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) 33,631 67,180

   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)

33,631 67,180

    普通株式の期中平均株式数(株) 4,055,004 4,054,682
 

(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27年８月10日

株式会社　ニットー

　(商号　株式会社ＮＩＴＴＯＨ)

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   鈴　　木　　晴　　久   印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   宮　　澤　　義　　典   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ニッ

トー(商号　株式会社ＮＩＴＴＯＨ)の平成27年４月１日から平成28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27年４月１日から平成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27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、株式会社ニットー(商号　株式会社ＮＩＴＴＯＨ)及び連結子会社

の平成27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．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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