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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77期

第１四半期累計期間
第78期

第１四半期累計期間
第77期

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2020年４月１日
至　2020年６月30日

自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

売上高 (千円) 1,615,329 1,750,795 11,019,657

経常利益(△は経常損失) (千円) △241,724 △117,448 664,218

四半期(当期)純利益
(△は四半期(当期)純損失)

(千円) △173,689 △86,801 466,432

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 866,350 866,350 866,350

発行済株式総数 (株) 2,602,500 2,602,500 2,602,500

純資産額 (千円) 6,626,998 6,724,572 7,122,937

総資産額 (千円) 9,548,332 9,628,339 10,576,069

１株当たり四半期(当期)純利益
(△は１株当たり四半期
(当期)純損失)

(円) △68.67 △34.89 185.59

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 130.00

自己資本比率 (％) 69.4 69.8 67.3
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、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１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期累計期間につきましては、港湾及びＲＣの大型案件が続けて出件され、受注高は前年同期に比べ679

百万円増の3,469百万円となり、売上高は同135百万円増の1,750百万円となりました。受注残高は期首より1,719百

万円増の4,172百万円となりました。損益面は、売上高が第３四半期及び第４四半期会計期間に偏る事業特性から、

当第１四半期累計期間では117百万円の経常損失（前年同期は241百万円の損失）、86百万円の四半期純損失（前年

同期は173百万円の損失）となりました。

各セグメントごとの概況は以下のとおりです。

港湾事業につきましては、受注高は期初より活発な出件があり前年同期に比べ426百万円増の2,129百万円とな

り、売上高は同31百万円増の1,083百万円となりました。

地中事業につきましては、受注高は前年同期に比べ96百万円減の744百万円となったものの、売上高は同46百万円

増の342百万円となりました。

陸上事業につきましては、受注高は前年同期に比べ24百万円増の201百万円となり、売上高は同74百万円増の245

百万円となりました。

その他につきましては、受注高はＲＣの大型工事受注により前年同期に比べ325百万円増の394百万円となったも

のの、売上高は同16百万円減の79百万円となりました。

 
当第１四半期末の総資産につきましては、前事業年度末に比べ947百万円減の9,628百万円となりました。主な減

少要因は電子記録債権、完成工事未収入金及び売掛金の減2,319百万円、現金預金の減213百万円であり、主な増加

要因は関係会社預け金の増1,103百万円、未成工事支出金及びその他のたな卸資産の増246百万円であります。

負債につきましては、同549百万円減の2,903百万円となりました。主な減少要因は支払手形、電子記録債務、工

事未払金及び買掛金の減381百万円、賞与引当金の減264百万円、流動負債その他に含まれる未払法人税等の減219百

万円であります。

純資産につきましては、同398百万円減の6,724百万円となりました。主な減少要因は配当金の支払い323百万円及

び四半期純損失86百万円による利益剰余金の減410百万円であります。

 
(2) 資本の財源及び資金の流動性について

当社は、運転資金、設備投資資金及び株主還元のための資金につき、すべて内部資金で賄っており、有利子負債

はございません。当第１四半期会計期間末の現金及び現金等価物の残高は4,668百万円であり、上記の資金需要に対

して十分な流動性を確保しております。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した当社が対処すべき事業上及び財務上の

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１四半期累計期間における研究開発費は、総額で34百万円であります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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 9,510,000

計 9,510,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在発行数
(株)

(2020年８月４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 2,602,500 2,602,500
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100株で
あります。

計 2,602,500 2,602,500 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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)

2020年４月１日～
2020年６月30日

― 2,602,500 ― 866,350 ― 753,385
 

 

(5) 【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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(6) 【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(2020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】

   2020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 114,600
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,485,200
 

24,852 ―

単元未満株式 普通株式 2,700
 

― ―

発行済株式総数 2,602,500 ― ―

総株主の議決権 ― 24,852 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2020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(％)

株式会社ナカボーテック
東京都中央区新川
２－５－２

114,600 ― 114,600 4.40

計 ― 114,600 ― 114,600 4.40
 

 

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】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)

に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949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１四半期会計期間(2020年４月１日から2020年６月

30日まで)及び第１四半期累計期間(2020年４月１日から2020年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について有限責任

 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社はありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 588,969 375,092

  受取手形 479,571 630,350

  電子記録債権 501,597 411,449

  完成工事未収入金 3,203,900 1,385,448

  売掛金 625,932 214,782

  商品及び製品 321,042 425,772

  未成工事支出金 72,433 220,937

  材料貯蔵品 67,016 59,841

  関係会社預け金 3,189,232 4,292,953

  その他 61,425 75,455

  流動資産合計 9,111,121 8,092,084

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 269,510 266,418

   その他（純額） 345,864 364,611

   有形固定資産合計 615,374 631,030

  無形固定資産 22,807 22,382

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 478,226 505,477

   その他 360,404 389,231

   貸倒引当金 △11,865 △11,865

   投資その他の資産合計 826,765 882,842

  固定資産合計 1,464,947 1,536,255

 資産合計 10,576,069 9,628,339

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 279,578 248,489

  電子記録債務 472,851 448,590

  工事未払金 568,058 319,658

  買掛金 217,583 139,356

  未成工事受入金 40,289 202,421

  完成工事補償引当金 19,527 19,287

  工事損失引当金 10,444 38,732

  賞与引当金 382,000 117,500

  その他 433,270 351,285

  流動負債合計 2,423,602 1,885,321

 固定負債   

  退職給付引当金 919,154 904,315

  役員退職慰労引当金 84,175 88,362

  資産除去債務 21,119 21,232

  その他 5,080 4,536

  固定負債合計 1,029,530 1,018,446

 負債合計 3,453,132 2,903,767
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 866,350 866,350

  資本剰余金 753,385 753,385

  利益剰余金 5,781,891 5,371,667

  自己株式 △343,639 △350,291

  株主資本合計 7,057,987 6,641,111

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 64,950 83,461

  評価・換算差額等合計 64,950 83,461

 純資産合計 7,122,937 6,724,572

負債純資産合計 10,576,069 9,628,339
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高   

 完成工事高 1,325,560 1,395,544

 製品等売上高 289,768 355,251

 売上高合計 ※  1,615,329 ※  1,750,795

売上原価   

 完成工事原価 1,236,190 1,240,376

 製品等売上原価 173,826 188,938

 売上原価合計 1,410,016 1,429,315

売上総利益   

 完成工事総利益 89,370 155,167

 製品等売上総利益 115,942 166,312

 売上総利益合計 205,312 321,480

販売費及び一般管理費 459,029 449,351

営業損失（△） △253,717 △127,870

営業外収益   

 受取利息 5,644 4,096

 受取配当金 3,064 2,966

 受取賃貸料 2,570 2,331

 その他 824 1,069

 営業外収益合計 12,103 10,464

営業外費用   

 その他 110 42

 営業外費用合計 110 42

経常損失（△） △241,724 △117,448

特別損失   

 固定資産除却損 0 31

 特別損失合計 0 31

税引前四半期純損失（△） △241,724 △117,479

法人税、住民税及び事業税 △68,035 △30,678

法人税等合計 △68,035 △30,678

四半期純損失（△） △173,689 △86,801
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(原価差異の繰延処理)

定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されてお

り、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べておりま

す。

 
　 （税金費用の計算）

税金費用につきましては、当第１四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又は税引前四半期純損失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。

 

(四半期貸借対照表関係)

１　保証債務

財形持家融資制度及び住宅資金斡旋制度に基づく従業員の銀行借入に対し、次のとおり保証を行っております。

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

 998千円  834千円
 

 
 

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)及び当第１四半期累計期間(自 2020年４月１

日 至 2020年６月30日)

※　当社の売上高は、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４四半期会計期間に

集中していること、また、工事原価が第３四半期会計期間以降に多く発生する傾向があることにより、第１及び

第２四半期会計期間における売上高に比べ、第３及び第４四半期会計期間の売上高が多くなる傾向があります。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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。)は、次のとおりであります。　

 
前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

減価償却費 16,515千円 16,424千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期累計期間(自　2019年４月１日　至　2019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

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 316,337 125 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
 

 
Ⅱ　当第１四半期累計期間(自　2020年４月１日　至　2020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

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 323,422 130 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

 

(持分法損益等)

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。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間(自　2019年４月１日　至　2019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)
合計

港湾 地中 陸上 計

売上高 1,051,843 296,690 170,850 1,519,383 95,945 1,615,329

セグメント利益又は損失(△) 133,561 18,452 65,010 217,024 △11,711 205,312
 

(注)　「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、国際事業等を含んでおります。

 

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 217,024

「その他」の区分の利益又は損失(△) △11,711

全社費用(注) △459,029

四半期損益計算書の営業損失 253,717
 

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

３．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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Ⅱ　当第１四半期累計期間(自　2020年４月１日　至　2020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)
合計

港湾 地中 陸上 計

売上高 1,083,292 342,718 245,523 1,671,534 79,261 1,750,795

セグメント利益又は損失(△) 163,654 55,925 103,528 323,108 △1,627 321,480
 

(注)　「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、国際事業等を含んでおります。

 

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 323,108

「その他」の区分の利益又は損失(△) △1,627

全社費用(注) △449,351

四半期損益計算書の営業損失 127,870
 

(注)　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

３．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。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間
(自　2019年４月１日
至　2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　2020年４月１日
至　2020年６月30日)

１株当たり四半期純損失 68円67銭 34円89銭

(算定上の基礎)   

四半期純損失(千円) 173,689 86,801

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損失(千円) 173,689 86,801

普通株式の期中平均株式数(千株) 2,529 2,487
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、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
 

 

 

2020年７月31日

株式会社ナカボーテック

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 東京事務所
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 永　　峯　　輝　　一 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 田　　原　　  諭 印

 

 

監査人の結論

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ナカ

ボーテックの2020年４月１日から2021年３月31日までの第78期事業年度の第１四半期会計期間（2020年４月１日から

2020年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ナカボーテックの2020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全ての重要な点において認めら

れなかった。

 
監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。
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監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
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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