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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55期

第２四半期
連結累計期間

第56期
第２四半期
連結累計期間

第55期

会計期間
自平成28年１月１日
至平成28年６月30日

自平成29年１月１日
至平成29年６月30日

自平成28年１月１日
至平成28年12月31日

売上高 （千円） 15,634,317 15,635,291 31,436,383

経常利益 （千円） 1,174,788 949,701 2,038,672

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 801,266 646,520 1,273,264

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 861,548 640,881 1,430,810

純資産額 （千円） 11,124,454 12,183,133 11,638,386

総資産額 （千円） 28,059,017 30,705,001 27,378,766

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 732.70 591.32 1,164.39

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 （％） 34.2 34.6 36.7

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 820,475 △959,057 2,865,295

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 9,286 △167,470 △120,407

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △92,999 2,194,000 △1,912,996

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 2,424,901 3,587,503 2,520,031

 

回次
第55期

第２四半期
連結会計期間

第56期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年４月１日

至平成28年６月30日

自平成29年４月１日

至平成29年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 280.71 122.53

　（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．平成29年７月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施しております。１株当た

り四半期（当期）純利益金額は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しており

ます。

 

 

２【事業の内容】

当第２四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、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四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２四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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績につきましては、設備事業セグメントにおいて太陽光発電所工

事等の繰越工事が減少していた影響により売上高は減少したものの、建設事業セグメントにおいて大型工事物件が

完成した影響等から、売上高はほぼ前年同期と横ばいの15,635,291千円となりました。

利益につきましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフにおいて引渡棟数

が減少したことにより売上高が減少した影響に加え、セキスイハイム山陽株式会社において販売促進費の増加によ

り販売費及び一般管理費が増加した影響等から、営業利益は前年同期比19.5％減の957,959千円、経常利益は前年

同期比19.2％減の949,701千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比19.3％減の646,520千円となりま

した。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、下記のセグメント別営業損益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでおります。

 

＜建設事業＞

建設事業セグメントに関しましては、大型工事物件の完成に伴い、売上高は前年同期比36.6％増の6,329,171千

円、営業利益は前年同期比34.0％増の636,123千円となりました。

 

＜設備事業＞

設備事業セグメントに関しましては、太陽光発電所工事等の大型工事が前期でほぼ一巡した影響から、売上高は

前年同期比35.1％減の2,255,238千円、営業利益は前年同期比62.9％減の127,696千円となりました。

 

＜住宅事業＞

住宅事業セグメントに関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフに

おいて、前年同期と比較して引渡棟数が減少した影響等により、売上高は前年同期比7.1％減の5,901,245千円とな

りました。また、売上高の減少に加えて、セキスイハイム山陽株式会社において販売促進費の増加により販売費及

び一般管理費が増加した影響等により営業損失132,187千円（前年同期は営業利益35,229千円）となりました。

 

＜不動産賃貸事業＞

不動産賃貸事業セグメントに関しましては、連結子会社である株式会社リブライフにおいて、販売用不動産の売

上が減少した影響等から、売上高は前年同期比3.9％減の777,258千円、営業利益は前年同期比10.0％減の192,175

千円となりました。

 

＜その他事業＞

その他事業セグメントに関しましては、当社が保有する太陽光発電所において天候の影響により発電量が増加し

たことから、売上高は前年同期比2.1％増の372,376千円となりました。営業利益につきましては、減価償却費の減

少等により、前年同期比15.8％増の131,008千円となりました。

 

(2) 財政状態の分析

① 資産

当第２四半期連結会計期間末の資産合計に関しましては、当第２四半期連結累計期間において当社の工事完

成に伴う受取手形・完成工事未収入金等の増加や、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会

社リブライフにおいて販売用不動産を取得したことに伴いたな卸資産が増加したこと等により、30,705,001千

円（前連結会計年度末は27,378,766千円）となりました。
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② 負債

当第２四半期連結会計期間末の負債合計に関しましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽及び株式会

社リブライフにおいて販売用不動産取得に伴い短期借入金が増加したこと等により、18,521,867千円（前連結

会計年度末は15,740,379千円）となりました。

 

③ 純資産

当第２四半期連結会計期間末の純資産に関しましては、親会社株主に帰属する四半期純利益による利益剰余

金の増加等により、12,183,133千円（前連結会計年度末は11,638,386千円）となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により959,057千円、投資活動により

167,470千円それぞれ減少しましたが、財務活動により2,194,000千円増加した結果、当第２四半期連結会計期間末

における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、3,587,503千円（前年同四半期末2,424,901千円）とな

りました。

 

主な要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益

920,866千円等の増加要因がありますが、売上債権の増加1,279,773千円及びたな卸資産の増加1,060,647千円

等の減少要因により、資金は959,057千円の減少（前年同四半期は820,475千円の増加）となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入

63,263千円等の増加要因がありますが、定期預金の預入による支出120,000千円及び有形固定資産の取得によ

る支出91,567千円等の減少要因により、資金は167,470千円の減少（前年同四半期は9,286千円の増加）となり

ました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出

716,525千円及び社債の償還による支出200,000千円等の減少要因がありますが、短期借入金の増加2,285,000

千円及び長期借入れによる収入700,000千円等の増加要因により、資金は2,194,000千円の増加（前年同四半期

は92,999千円の減少）となりました。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(6) 従業員数

当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(8) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。また、新たに確定した重要な設備

の新設、除却等の計画はありません。
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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 40,000,000

計 40,000,000

（注）平成29年３月28日開催の第55期定時株主総会において、株式併合に関する議案が決議され、その効力発生日（平成

29年７月１日）をもって、発行可能株式総数は36,000,000株減少し、4,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29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 11,532,630 1,153,263

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

となる株式であり、単

元株式数は1,000株で

あります。

計 11,532,630 1,153,263 － －

（注）平成29年３月28日開催の第55期定時株主総会において、株式併合に関する議案が決議され、その効力発生日（平成

29年７月１日）をもって、発行済株式総数は11,532,630株から1,153,263株に、単元株式数は1,000株から100株に

変更されております。

 

（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29年４月１日～
平成29年６月30日

－ 11,532,630 － 764,815 － 705,825

（注）平成29年３月28日開催の第55期定時株主総会において、株式併合に関する議案が決議され、その効力発生日（平成

29年７月１日）をもって、発行済株式総数は11,532,630株から1,153,263株となっております。
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（６）【大株主の状況】

  平成29年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

三木　佳美 兵庫県姫路市 1,680 14.57

三木　博也 兵庫県姫路市 1,507 13.07

有限会社フレンド商会 兵庫県姫路市東辻井２丁目３-10 706 6.13

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LUXEMBOURG/JASDEC/ACCT BP2S DUBLIN

CLIENTS-AIFM

 (常任代理人 香港上海銀行東京支店)

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-

HESPERANGE, LUXEMBOURG

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

276 2.39

平野　勝也 兵庫県姫路市 268 2.32

中田　純夫 兵庫県姫路市 239 2.07

美樹工業社員持株会 兵庫県姫路市東延末二丁目50番地 225 1.95

三木　立子 兵庫県姫路市 208 1.80

中田　知子 兵庫県姫路市 205 1.78

福本　久幸 兵庫県姫路市 175 1.51

計 － 5,492 47.62

（注）上記のほか、自己株式が599千株あります。

 

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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 599,000 －
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

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,922,000 10,922 同上

単元未満株式 普通株式 11,630 － －

発行済株式総数 11,532,630 － －

総株主の議決権 － 10,922 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000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４個が含まれ
ております。

２．平成29年３月28日開催の第55期定時株主総会において、株式併合に関する議案が決議され、その効力発
生日（平成29年７月１日）をもって、発行済株式総数は11,532,630株から1,153,263株となっておりま
す。

 

②【自己株式等】

平成29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（％）

美樹工業株式会社
兵庫県姫路市東延
末二丁目50番地

599,000 － 599,000 5.19

計 － 599,000 － 599,000 5.19

 

 

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２四半期連結会計期間（平成29年４月１日から

平成29年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、仰星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12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,134,655 3,262,883

受取手形・完成工事未収入金等 2,467,231 3,747,005

たな卸資産 ※１ 3,350,741 ※１,※３ 4,508,933

預け金 410,375 469,620

繰延税金資産 133,283 131,616

その他 219,463 326,136

貸倒引当金 △1,685 △2,587

流動資産合計 8,714,065 12,443,607

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 5,419,016 5,355,096

機械・運搬具（純額） 1,156,811 1,083,972

工具器具・備品（純額） 730,773 733,891

土地 9,433,597 ※３ 9,275,457

リース資産（純額） 250,415 241,744

建設仮勘定 82,909 －

有形固定資産合計 17,073,525 16,690,161

無形固定資産   

のれん 160,000 140,000

その他 80,580 70,778

無形固定資産合計 240,580 210,778

投資その他の資産   

投資有価証券 550,587 583,897

破産更生債権等 31,282 2,413

繰延税金資産 303,615 265,114

その他 560,647 557,459

貸倒引当金 △95,537 △48,432

投資その他の資産合計 1,350,595 1,360,453

固定資産合計 18,664,701 18,261,393

資産合計 27,378,766 30,705,001
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,885,147 1,991,204

短期借入金 2,625,000 4,910,000

1年内償還予定の社債 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,294,270 1,777,527

リース債務 134,971 135,476

未払法人税等 352,104 313,849

未成工事受入金 1,614,974 2,049,673

賞与引当金 140,749 145,059

役員賞与引当金 21,000 －

完成工事補償引当金 136,905 135,967

工事損失引当金 61,239 52,671

資産除去債務 27,497 40,000

その他 881,997 871,076

流動負債合計 9,375,857 12,422,505

固定負債   

社債 － 300,000

長期借入金 4,986,624 4,486,842

リース債務 182,825 161,295

退職給付に係る負債 430,476 413,984

役員退職慰労引当金 93,741 87,472

資産除去債務 237,269 246,185

その他 433,585 403,581

固定負債合計 6,364,522 6,099,361

負債合計 15,740,379 18,521,867

純資産の部   

株主資本   

資本金 764,815 764,815

資本剰余金 705,825 705,825

利益剰余金 8,614,575 9,173,627

自己株式 △109,594 △109,594

株主資本合計 9,975,621 10,534,673

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72,054 83,167

退職給付に係る調整累計額 △691 △2,369

その他の包括利益累計額合計 71,363 80,798

非支配株主持分 1,591,402 1,567,662

純資産合計 11,638,386 12,183,133

負債純資産合計 27,378,766 30,705,001
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 15,634,317 15,635,291

売上原価 11,886,353 12,062,054

売上総利益 3,747,963 3,573,236

販売費及び一般管理費 ※ 2,558,467 ※ 2,615,276

営業利益 1,189,496 957,959

営業外収益   

受取利息 4,096 4,281

受取配当金 3,321 4,158

持分法による投資利益 2,031 17,799

その他 8,826 8,029

営業外収益合計 18,276 34,269

営業外費用   

支払利息 28,591 25,191

社債利息 321 184

シンジケートローン手数料 3,000 3,000

貸倒引当金繰入額 － 3,911

その他 1,070 10,241

営業外費用合計 32,983 42,528

経常利益 1,174,788 949,701

特別利益   

固定資産売却益 99 －

役員退職慰労引当金戻入額 194,877 －

特別利益合計 194,977 －

特別損失   

固定資産売却損 202 6,284

固定資産除却損 5,415 22,550

特別損失合計 5,617 28,835

税金等調整前四半期純利益 1,364,148 920,866

法人税等合計 475,570 289,419

四半期純利益 888,577 631,446

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
87,311 △15,074

親会社株主に帰属する四半期純利益 801,266 646,520
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 888,577 631,446

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,758 11,113

退職給付に係る調整額 1,729 △1,678

その他の包括利益合計 △27,029 9,434

四半期包括利益 861,548 640,881

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 774,237 655,955

非支配株主に係る四半期包括利益 87,311 △15,074
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,364,148 920,866

減価償却費 378,819 350,614

のれん償却額 20,000 20,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △753 △46,203

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,767 4,310

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,200 △21,000

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7,108 △937

工事損失引当金の増減額（△は減少） △28,133 △8,568

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,954 △20,331

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △203,123 △6,268

受取利息及び受取配当金 △7,417 △8,439

支払利息及び社債利息 28,913 25,375

持分法による投資損益（△は益） △2,031 △17,799

固定資産売却損益（△は益） 102 6,284

固定資産除却損 5,415 22,550

売上債権の増減額（△は増加） 133,457 △1,279,773

たな卸資産の増減額（△は増加） 271,710 △1,060,647

仕入債務の増減額（△は減少） △453,958 106,056

未成工事受入金の増減額（△は減少） △98,409 434,698

その他 △54,008 △43,478

小計 1,346,145 △622,691

利息及び配当金の受取額 8,330 9,909

利息の支払額 △28,282 △26,555

法人税等の支払額 △502,718 △316,720

その他の支出 △3,000 △3,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 820,475 △959,057

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △120,000

有形固定資産の取得による支出 △49,683 △91,567

有形固定資産の売却による収入 59,897 63,263

資産除去債務の履行による支出 △1,850 △3,014

無形固定資産の取得による支出 △144 △1,770

投資有価証券の取得による支出 △299 △948

その他 1,366 △13,433

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,286 △167,470

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 650,000 2,285,000

長期借入れによる収入 600,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △1,201,490 △716,525

社債の発行による収入 － 297,378

社債の償還による支出 － △200,000

リース債務の返済による支出 △88,310 △75,830

配当金の支払額 △44,231 △87,356

非支配株主への配当金の支払額 △8,666 △8,666

自己株式の取得による支出 △301 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,999 2,194,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 736,762 1,067,472

現金及び現金同等物の期首残高 1,688,139 2,520,031

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,424,901 ※ 3,587,503
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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）

税金費用については、当第２四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。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

 

 

（追加情報）

（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）

※１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成28年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

販売用不動産 1,368,183千円 2,725,653千円

商品 16,939 12,879

未成工事支出金 1,841,814 1,668,046

材料貯蔵品 123,803 102,354

計 3,350,741 4,508,933

 

　２．保証債務

下記の債務に対して、保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成28年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

ユニット住宅購入者が

利用する住宅ローン
1,205,330千円 1,009,630千円

 

※３．有形固定資産の保有目的の変更

　従来、「有形固定資産」として保有していた土地の一部について、保有目的を変更したため、下記の

とおり、販売用不動産に振り替えております。

 
前連結会計年度

（平成28年12月31日）
当連結会計年度

（平成29年６月30日）

販売用不動産 －千円 154,483千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日

　　至 平成28年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年１月１日

　　至 平成29年６月30日）

給与手当及び賞与 954,348千円 942,720千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,345 10,492

賞与引当金繰入額 97,379 103,241

退職給付費用 42,154 40,049

貸倒引当金繰入額 － 902
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記

のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年１月１日
至 平成28年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日）

現金預金 2,049,694千円 3,262,883千円

預け金 400,207 469,620

預入期間が３か月を超える定期預金 △25,000 △145,000

現金及び現金同等物 2,424,901 3,587,503

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成28年１月１日　至平成28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28年３月24日

定時株主総会
普通株式 43,743 4.0 平成27年12月31日 平成28年３月25日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間末

日後となるもの

（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７月28日

取締役会
普通株式 54,675 5.0 平成28年６月30日 平成28年８月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成29年１月１日　至平成29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29年３月28日

定時株主総会
普通株式 87,468 8.0 平成28年12月31日 平成29年３月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間末

日後となるもの

（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29年７月27日

取締役会
普通株式 54,667 5.0 平成29年６月30日 平成29年８月31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２四半期連結累計期間（自平成28年１月１日 至平成28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
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３ 建設 設備 住宅 不動産賃貸 計

売上高          

(1）外部顧客への
売上高

4,633,846 3,476,665 6,350,022 809,123 15,269,658 364,658 15,634,317 － 15,634,317

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高

45 151,636 2,974 4,151 158,806 － 158,806 △158,806 －

計 4,633,891 3,628,302 6,352,996 813,274 15,428,465 364,658 15,793,123 △158,806 15,634,317

セグメント利益 474,697 344,402 35,229 213,625 1,067,955 113,095 1,181,050 8,445 1,189,496

（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、損害保険代理店業、飲食事

業、太陽光発電事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去であります。

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を行っております。

 

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２四半期連結累計期間（自平成29年１月１日 至平成29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
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３ 建設 設備 住宅 不動産賃貸 計

売上高          

(1）外部顧客への
売上高

6,329,171 2,255,238 5,901,245 777,258 15,262,914 372,376 15,635,291 － 15,635,291

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,701 156,163 3,513 4,190 165,568 － 165,568 △165,568 －

計 6,330,872 2,411,401 5,904,759 781,448 15,428,482 372,376 15,800,859 △165,568 15,635,291

セグメント利益又
は損失（△）

636,123 127,696 △132,187 192,175 823,806 131,008 954,815 3,144 957,959

（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、損害保険代理店業、飲食事

業、太陽光発電事業を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、全額セグメント間取引消去であります。

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と調整を行っております。

 

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。

 

 

（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認めら

れません。
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（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認めら

れません。

 

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

 

（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２四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 732円70銭 591円32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）
801,266 646,520

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）
801,266 646,520

普通株式の期中平均株式数（株） 1,093,584 1,093,351

（注）１．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。

２．平成29年７月１日を効力発生日として、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前連

結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

 

（重要な後発事象）

（単元株式数の変更及び株式併合）

当社は、平成29年２月13日開催の取締役会において単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）について決

議するとともに、平成29年３月28日開催の第55期定時株主総会において株式併合（普通株式10株を１株に併合

し、発行可能株式総数を40,000,000株から4,000,000株に変更）について付議し可決されました。この単元株式

数の変更及び株式併合は、平成29年７月１日をもって効力が発生し、発行済株式総数は10,379,367株減少し、

1,153,263株となっております。

 

 

２【その他】

平成29年７月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………54,667千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………５円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成29年８月31日

（注）１．平成29年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

２．平成29年７月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。１株当たりの金額

については当該株式併合前の実際の配当金の額を記載しております。
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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29年８月10日

美樹工業株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 新田　泰生　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 池上　由香　　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」に掲げられている美樹工業株式会

社の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29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、四半期連結キャッシュ・

フロー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、美樹工業株式会社及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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おりません。
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