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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49期

第１四半期
連結累計期間

第50期
第１四半期
連結累計期間

第49期

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日

売上高 (千円) 3,168,917 2,953,328 12,857,204

経常利益 (千円) 483,599 327,428 1,780,934

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 303,944 222,946 1,115,658

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 319,896 233,001 1,167,733

純資産額 (千円) 6,548,800 7,559,781 7,396,636

総資産額 (千円) 8,580,037 9,570,616 9,737,364

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 53.40 39.17 196.01

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 (％) 73.8 76.1 73.2
 

(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。
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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、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、政府及び日銀の経済対策・金融政策により雇用・所得の改善が

続き、個人消費も堅調に伸びたことから緩やかな回復基調で推移したものの、新興国経済の減速や円高の進行によ

り、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

建設業界におきましても、公共工事が緩やかながらも減少傾向にあることに加え、民間設備投資に関しても持ち直

しの動きにやや足踏みが見られ、さらには人件費・建設資材をはじめとする建設コストの上昇といった要因も重なる

ことで企業間の受注・価格競争が激化するなど、予断を許さない厳しい状況にあります。

このような状況下で当社グループは、切断・穿孔工事事業、ビルメンテナンス事業、リユース・リサイクル事業の

全ての事業において積極的な営業活動を展開してまいりましたが、特に切断・穿孔工事事業に関して前年の同四半期

に比して大型の工事案件が減少したため、当四半期の当社グループ全体の売上高は2,953百万円（前年同期比6.8％

減）となり、営業利益は314百万円（前年同期比33.1％減）、経常利益は327百万円（前年同期比32.3％減）、親会社

株主に帰属する四半期純利益は222百万円（前年同期比26.6％減）となりました。

なお、当社グループの事業は公共事業関連工事が多いため、売上高は第１四半期（７月～９月）・第４四半期（４

月～６月）に減少し、第２四半期（10月～12月）・第３四半期（１月～３月）に増加する傾向にあります。今後、こ

のような業績の変動を平準化していく方針でありますが、当面、業績が第２四半期、第３四半期に偏る傾向が続くも

のと思われます。
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セグメント別の状況は、次のとおりであります。

　（切断・穿孔工事事業）

切断・穿孔工事事業につきましては、高速道路補修関連工事、空港・港湾改修関連工事及び橋脚補修関連工事の

強化・市場拡大に努めましたが、前年の同四半期に比して大型の工事案件が減少したことから切断・穿孔工事事業

の完成工事高は2,540百万円（前年同期比10.0％減）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につきましては、首都圏を中心にデベロッパー系管理会社への市場拡大や高層マンション

等新規案件の開拓、更にサービスの向上に努めてまいりました。その結果、完成工事高は72百万円（前年同期比

18.1％増）となりました。

　（リユース・リサイクル事業）

リユース・リサイクル事業につきましては、新規の顧客開拓に努めてまいりました。その結果、商品売上高は343

百万円（前年同期比21.1％増）となりました。

 

（２）財政状態の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金及び土地が減少したこと等により、前連結

会計年度末に比べ166百万円減少し、9,570百万円となりました。

負債につきましては、未払法人税等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ329百万円減少し、2,010百

万円となりました。

また、純資産は前連結会計年度末に比べ163百万円増加し、7,559百万円となりました。この結果、当第１四半期連

結会計期間末の自己資本比率は76.1％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１四半期連結累計期間において、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１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、4百万円であります。
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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 20,000,000

計 20,000,000
 

 

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28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月14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 6,000,000 6,000,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式
 
単元株式数　　　100株

計 6,000,000 6,000,000 ― ―
 

 

（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。
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（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28年７月１日～
平成28年９月30日

─ 6,000,000 ─ 470,300 ─ 465,100
 

 

（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。

 

（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28年６月30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28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 260,200
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,738,800
 

57,388 ―

単元未満株式 普通株式 1,000
 

― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 57,388 ―
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。

 

②【自己株式等】

  平成28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）
第一カッター興業株式会

社

神奈川県茅ケ崎市萩園
833番地

260,200 ― 260,200 4.34

計 ― 260,200 ― 260,200 4.34
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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。

 

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28年７月１日から平成

28年９月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、明治アーク監査法人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28年６月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,628,931 3,627,734

  受取手形・完成工事未収入金 2,017,834 1,908,751

  売掛金 83,854 89,556

  未成工事支出金 198,797 162,033

  商品 73,687 33,150

  材料貯蔵品 85,421 95,795

  繰延税金資産 70,029 70,029

  その他 111,015 98,331

  貸倒引当金 △10,273 △9,671

  流動資産合計 6,259,298 6,075,711

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 819,976 800,598

    減価償却累計額 △296,261 △274,963

    建物及び構築物（純額） 523,714 525,634

   機械装置及び運搬具 2,514,231 2,610,343

    減価償却累計額 △1,914,048 △1,957,627

    機械装置及び運搬具（純額） 600,182 652,715

   工具、器具及び備品 74,098 74,925

    減価償却累計額 △59,238 △59,640

    工具、器具及び備品（純額） 14,860 15,285

   土地 1,649,174 1,606,019

   リース資産 15,298 15,298

    減価償却累計額 △4,895 △5,660

    リース資産（純額） 10,402 9,637

   建設仮勘定 1,100 4,149

   有形固定資産合計 2,799,434 2,813,442

  無形固定資産   

   のれん 55,275 50,669

   その他 24,524 25,956

   無形固定資産合計 79,800 76,626

  投資その他の資産   

   投資有価証券 201,277 204,907

   繰延税金資産 153,466 153,466

   その他 248,155 260,283

   貸倒引当金 △4,068 △13,820

   投資その他の資産合計 598,831 604,836

  固定資産合計 3,478,066 3,494,904

資産合計 9,737,364 9,570,616
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 441,367 474,080

  買掛金 120,901 87,491

  1年内返済予定の長期借入金 34,240 39,408

  リース債務 2,433 2,536

  未払法人税等 385,554 116,312

  賞与引当金 39,158 163,239

  その他 675,793 495,050

  流動負債合計 1,699,448 1,378,118

 固定負債   

  長期借入金 84,387 69,367

  リース債務 7,498 6,823

  役員退職慰労引当金 188,083 195,193

  退職給付に係る負債 356,468 356,471

  資産除去債務 4,841 4,859

  固定負債合計 641,279 632,715

 負債合計 2,340,727 2,010,834

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 470,300 470,300

  資本剰余金 462,044 462,044

  利益剰余金 6,335,188 6,489,257

  自己株式 △122,205 △122,205

  株主資本合計 7,145,326 7,299,395

 その他の包括利益累計額   

  退職給付に係る調整累計額 △13,690 △13,349

  その他の包括利益累計額合計 △13,690 △13,349

 非支配株主持分 265,000 273,734

 純資産合計 7,396,636 7,559,781

負債純資産合計 9,737,364 9,570,616
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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27年７月１日
　至 平成27年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高   

 完成工事高 2,884,955 2,613,313

 商品売上高 283,961 340,015

 売上高合計 3,168,917 2,953,328

売上原価   

 完成工事原価 1,904,998 1,751,910

 商品売上原価 206,776 275,733

 売上原価合計 2,111,774 2,027,644

売上総利益   

 完成工事総利益 979,956 861,402

 商品売上総利益 77,185 64,281

 売上総利益合計 1,057,142 925,684

販売費及び一般管理費 586,861 611,254

営業利益 470,281 314,430

営業外収益   

 受取利息 130 50

 受取配当金 3 4

 受取保険金 414 1,848

 受取家賃 4,997 4,953

 持分法による投資利益 3,242 3,629

 雑収入 8,397 6,119

 営業外収益合計 17,186 16,605

営業外費用   

 支払利息 482 510

 売上債権売却損 20 81

 不動産賃貸原価 2,950 2,850

 雑損失 415 164

 営業外費用合計 3,868 3,607

経常利益 483,599 327,428

特別利益   

 固定資産売却益 92 16,700

 特別利益合計 92 16,700

特別損失   

 固定資産売却損 34 115

 固定資産除却損 258 349

 特別損失合計 293 464

税金等調整前四半期純利益 483,398 343,664

法人税等 163,502 111,004

四半期純利益 319,896 232,660

非支配株主に帰属する四半期純利益 15,951 9,714

親会社株主に帰属する四半期純利益 303,944 222,946
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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27年７月１日
　至 平成27年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 319,896 232,660

その他の包括利益   

 退職給付に係る調整額 ― 341

 その他の包括利益合計 ― 341

四半期包括利益 319,896 233,001

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 303,944 223,287

 非支配株主に係る四半期包括利益 15,951 9,714
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【注記事項】

（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）

　  （税金費用の計算）

 
当第１四半期連結累計期間

(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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もり、税引前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算しております。
 

 

（追加情報）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日)

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成28年６月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

受取手形割引高 1,700千円 2,160千円

受取手形裏書譲渡高 381,787千円 331,952千円
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（四半期連結損益計算書関係）

○　売上高の季節変動

　　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年７月１日　至 平成27年９月30日）及び

　　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年７月１日　至 平成28年９月30日）

当社グループの売上高は、公共事業関連工事が多いため、第１四半期（７～９月）、第４四半期（４～６月）

が減少し、第２四半期（10～12月）、第３四半期（１～３月）に増加する傾向にあります。

 

（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。）、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27年７月１日
 至 平成27年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年７月１日
 至 平成28年９月30日)

減価償却費 59,777千円 74,417千円

のれんの償却額 4,606千円 4,606千円
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（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自 平成27年７月１日 至 平成27年９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９月25日
定時株主総会

普通株式 45,917 16 平成27年６月30日 平成27年９月28日 利益剰余金
 

（注）当社は、平成27年５月25日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年７月１日をもって、普通株式１株につき

２株の割合で株式分割を実施しておりますが、上記の１株当たり配当額は当該株式分割前の金額を記載してお

ります。

 

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28年７月１日 至 平成28年９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28年９月27日
定時株主総会

普通株式 68,876 12 平成28年６月30日 平成28年９月28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27年７月１日 至 平成27年９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

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・

リサイクル事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,823,640 61,315 283,961 3,168,917 3,168,917

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,823,640 61,315 283,961 3,168,917 3,168,917

セグメント利益又は損失(△) 599,751 △2,178 267 597,840 597,840
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

　

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 597,840

全社費用（注） △129,959

セグメント間取引消去 2,400

四半期連結損益計算書の営業利益 470,281
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年７月１日 至 平成28年９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

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・

リサイクル事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 2,540,889 72,423 340,015 2,953,328 2,953,328

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 3,771 3,771 3,771

計 2,540,889 72,423 343,786 2,957,100 2,957,100

セグメント利益又は損失(△) 456,621 5,329 △2,710 459,240 459,240
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 
 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 459,240

全社費用（注） △146,986

セグメント間取引消去 2,176

四半期連結損益計算書の営業利益 314,430
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
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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27年７月１日
至 平成27年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日)

　　１株当たり四半期純利益金額 53円40銭 　39円17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）

303,944 222,946

   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）

303,944 222,946

   普通株式の期中平均株式数（千株） 5,691 5,691
 

 (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。
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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28年11月11日

第一カッター興業株式会社

取締役会  御中

 

明治アーク監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   島田　剛維  印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   松島　康治  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」に掲げられている第一カッター興

業株式会社の平成28年７月１日から平成29年６月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年７月１

日から平成28年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年７月１日から平成28年９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、第一カッター興業株式会社及び連結子会社の平成28年９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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