




  

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）業績予想などの将来予測情報に関する説明･･････････････････････････････････････････････････２ 

 

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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用･･････････････････････････････････････････････２ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示････････････････････････････････････････２ 

 

３．四半期財務諸表････････････････････････････････････････････････････････････････････････････４ 

（１）四半期貸借対照表････････････････････････････････････････････････････････････････････････４ 

（２）四半期損益計算書････････････････････････････････････････････････････････････････････････６ 

   第３四半期累計期間･･････････････････････････････････････････････････････････････････････６ 

（３）四半期財務諸表に関する注記事項･･････････････････････････････････････････････････････････７ 

（継続企業の前提に関する注記）･･････････････････････････････････････････････････････････････７ 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）････････････････････････････････････････････７ 

 

４．補足情報･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････８ 

 四半期受注・売上・受注残高内訳表････････････････････････････････････････････････････････････８ 

 

㈱ナカボーテック(1787)　平成27年3月期　第3四半期短信(非連結)

1



 

 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期累計期間につきましては、売上高は、当事業年度期首の受注残高が前事業年度に比

べ 590 百万円少なかったこともあり、前年同期に比べ 883 百万円減の 6,614 百万円となりましたが、

受注高は政府による公共投資の前倒し執行や民間設備投資の回復傾向などを背景に引き続き堅調に

推移し、前年同期に比べ 254 百万円増の 9,656 百万円となりました。この結果、当第３四半期の受

注残高は前年同期に比べ 547 百万円増の 4,595 百万円となり、第４四半期の売上高へ寄与してまい

ります。 

損益面では、売上高の減により四半期経常利益は 106 百万円（前年同期 376 百万円）、四半期

純利益は 56 百万円（前年同期 219 百万円）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３四半期会計期間末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ 1,085 百万円減少し 9,190

百万円となりました。主な減少要因は受取手形、完成工事未収入金及び売掛金の減 1,976 百万円で

あり、主な増加要因は関係会社預け金の増 615 百万円、未成工事支出金の増 347 百万円であります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ 755 百万円減少し 3,171 百万円となりました。主な減

少要因は支払手形及び工事未払金の減 448 百万円、賞与引当金の減 215 百万円、流動負債その他に

含まれる未払法人税等の減 491 百万円であり、主な増加要因は、退職給付債務計算方法の変更に伴

う影響額 161 百万円を主要因とする退職給付引当金の増 169 百万円であります。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ 330 百万円減の 6,018 百万円となりました。主な減

少要因は利益剰余金の減 331 百万円であり、これは剰余金の配当 284 百万円及び退職給付に係る期

首調整額 104 百万円の減と四半期純利益による増 56 百万円からなるものであります。 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年 11 月 10 日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用につきましては、当第３四半期会計期間を含む事業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

算する方法によっております。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付

会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25

号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本

文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げた定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職

給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を変更しております。 
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 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従

って、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を、当第３四半期累計期間の期

首の利益剰余金に加減しております。 

 この結果、当第３四半期累計期間の期首の退職給付引当金が 161 百万円増加し、利益剰余金が

104 百万円減少しております。また、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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（３）四半期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） 

   該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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４．補足情報

１．受　注　高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 7,952,448 84.6 8,408,786 87.1 456,337 9,560,040 81.9

製品等販売部門 1,449,416 15.4 1,247,385 12.9 △ 202,031 2,109,183 18.1

9,401,865 100.0 9,656,172 100.0 254,306 11,669,223 100.0

２．売  上  高 （単位：千円）

％ ％ ％

工 事 部 門 6,111,531 81.5 5,384,961 81.4 △ 726,569 10,126,882 82.6

製品等販売部門 1,387,122 18.5 1,229,991 18.6 △ 157,131 2,132,667 17.4

7,498,653 100.0 6,614,952 100.0 △ 883,701 12,259,549 100.0

３．受 注 残 高 （単位：千円）

構成比 構成比 金　　　額 構成比

％ ％ ％

工 事 部 門 3,678,362 90.9 4,294,428 93.5 616,066 1,270,603 81.8

製品等販売部門 368,988 9.1 300,604 6.5 △ 68,384 283,210 18.2

4,047,350 100.0 4,595,032 100.0 547,681 1,553,813 100.0

（平成25年12月31日） （平成26年12月31日）

金　　　額 構成比

（参考）前事業年度

金　　　額 構成比

金　　　額

（平成26年3月31日）

（参考）前事業年度末

　至　平成26年3月31日）

（自　平成25年4月１日

　至　平成26年3月31日）

当第３四半期累計期間

（自　平成25年4月１日

金　　　額

　　四半期受注・売上・受注残高内訳表

当第３四半期累計期間

（自　平成26年4月1日

（参考）前事業年度

区　　　　　　分

区　　　　　　分

増　減

構成比

　至　平成26年12月31日）

金　　　額 構成比

増　減（自　平成26年4月1日

金　　　額

　至　平成26年12月31日）

合　　　　　　計

　至　平成25年12月31日）

金　　　額

金　　　額

増　減

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末

区　　　　　　分

構成比

金　　　額

合　　　　　　計

前第３四半期累計期間

（自　平成25年4月1日

　至　平成25年12月31日）

金　　　額 構成比

（自　平成25年4月1日

金　　　額

前第３四半期累計期間

合　　　　　　計
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