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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70期

第２四半期
連結累計期間

第71期
第２四半期
連結累計期間

第70期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (百万円) 295,224 227,356 573,842

経常利益 (百万円) 17,359 15,081 32,545

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 12,073 10,490 23,352

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 11,363 11,671 20,077

純資産 (百万円) 132,516 145,896 141,299

総資産 (百万円) 443,041 409,827 428,875

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 42.31 36.77 81.83

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 29.9 35.6 32.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △24,549 21,753 4,444

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,085 △6,853 △9,081

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 41,479 △7,929 13,500

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 48,522 49,868 43,027
 

　

回次
第70期

第２四半期
連結会計期間

第71期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 21.57 15.91
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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い

ない。

２  売上高には、消費税等は含まれていない。

３ 「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益」は、潜在株式がないため記載していない。

 
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

な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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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ない。

 

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】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日（2020年９月30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るが、予測しえない経済状況の変化等さまざまな要因があるため、そ

の結果について、当社が保証するものではない。

　

(1) 財政状態の状況

当社グループの総資産は、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ190億円

減少し、4,098億円となった。負債については、工事未払金等の減少などにより、前連結会計年度末に比べ236億円

減少し、2,639億円となった。なお、有利子負債残高については、前連結会計年度末に比べ８億円減少し、768億円

となった。純資産については、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加などにより、前

連結会計年度末に比べ46億円増加し、1,459億円となった。

 
(2) 経営成績の状況

　①事業全体の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響を受けるな

か、各種経済対策により個人消費を中心に一部持ち直しの動きがみられるものの依然厳しい状況にあり、先行きに

ついても、当面不透明な状況が続くと見込まれる。

建設業を取り巻く環境は、国内では国土強靭化対策等の公共投資は堅調であるものの、景気悪化による民間投資

への影響が懸念される。

当社においては、国内の手持ち工事は中断することなく、新型コロナウイルス感染症による影響は限定的であっ

た。海外では、当社グループの海外拠点であるシンガポールで新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのロック

ダウン（4/7～6/1）が行われ、建設工事も全面的に中断されたが、７月後半から順次工事を再開し、９月からはほ

ぼ全ての工事が稼働している。ＯＤＡ工事は、アフリカで中断しているが、バングラデシュとインドネシアの大型

港湾工事は順調に進捗した。

このような事業環境の下、当社グループは、感染防止対策を徹底した上で工事を継続することが元請としての社

会的使命であると考え、三密回避等の感染防止対策を徹底するとともに、ＩＣＴの活用による非接触、遠隔化の取

組みを推進し、事業継続してきた。

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高2,274億円（前年同四半期比

23.0％減）、営業利益150億円（同12.8％減）、経常利益151億円（同13.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純

利益105億円（同13.1％減）となった。売上高は、国内建築事業が減少したことに加え、海外の一部で新型コロナ

ウイルス感染症の影響により工事が中断したことなどにより減収となった。利益面においても売上高の減少により

前年同期比では減益となったものの、主に国内土木事業の工事利益改善により当初予想を上回る結果となった。

個別建設受注高は、シンガポールで大型工事を受注したことなどにより、前年同四半期比では7.4％増加とな

り、1,819億円となった。通期の見通しについては、2020年５月11日に公表した予想から変更はなく、国内土木

2,000億円、国内建築1,800億円、海外1,750億円、合計5,550億円を予定している。

 
　②セグメント情報に記載された区分ごとの状況（セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益ベース）

（国内土木事業）

売上高は955億円（前年同四半期比7.5％減）となったが、工事利益が改善したことにより、セグメント利益は

101億円（同14.6％増）となった。

当社個別の受注高については、官庁工事が堅調だったことにより、前年同四半期より74億円増加し、820億円

となった。

（国内建築事業）

　前年度に複数の大型案件が竣工したことなどにより、売上高は700億円（前年同四半期比35.4％減）となり、
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セグメント利益は19億円（同64.8％減）となった。

　当社個別の受注高については、物流施設や官庁工事を複数受注したことなどにより、前年同四半期より24億円

増加し、737億円となった。

（海外建設事業）

東南アジアの一部ならびにアフリカにおいて新型コロナウイルス感染症の影響で工事が中断した影響により、

売上高は587億円（前年同四半期比27.1％減）となり、セグメント利益は26億円（同7.8％減）となった。

当社個別の受注高については、シンガポールで大型建築工事を受注し、前年同四半期より27億円増加し、261

億円となった。

（その他事業）

売上高は32億円（前年同四半期比1.6％増）となり、セグメント利益は４億円（前年同四半期比89.3％増）と

なった。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

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が147億円となったことに加え、売上債権の

減少などにより、218億円の収入超過（前年同四半期は245億円の支出超過）となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得及びＳＥＰ型多目的起重機船の建造による支出などに

より、69億円の支出超過（前年同四半期は31億円の支出超過）となった。

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債及びコマーシャル・ペーパーの償還などにより、79億円の支出超過

（前年同四半期は415億円の収入超過）となった。

これらにより、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」は前連結会計年度末に比べ、68億

円増加し、499億円となった。

 

(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、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新

たに生じた課題はない。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は、10億円であった。

 なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動に重要な変更はない。

　

 
３ 【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ない。
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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 599,135,000

計 599,135,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年11月９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 286,013,910 286,013,910
東京証券取引所市場第１部

名古屋証券取引所市場第１部

単元株式数は

100株である

計 286,013,910 286,013,910 ― ―
 

 

(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】

該当事項なし。

　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(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】

該当事項なし。

 

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2020年７月１日～

2020年９月30日
― 286,013 ― 30,449 ― 12,379
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(5) 【大株主の状況】

2020年９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
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海１－８－12 ※ 28,969 10.14

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２－11－３ ※ 24,826 8.69

ステート　ストリート　バンク　アン
ド　トラスト　カンパニー　５０５００
１
（常任代理人
 株式会社みずほ銀行決済営業部）

P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U. S. A
 （東京都港区港南２－15－１）

 9,546 3.34

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５  7,059 2.47

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１  6,656 2.33

ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ　ＯＦ　ＮＯＲＷ
ＡＹ
（常任代理人
　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107
NORWAY
（東京都新宿区新宿６－27－30）

 5,497 1.92

株式会社日本カストディ銀行
(信託口５)

東京都中央区晴海１－８－12 ※ 5,193 1.82

ジェーピー　モルガン　チェース　バン
ク　３８５７８１
（常任代理人
　株式会社みずほ銀行決済営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,
E14 5JP, UNITED KINGDOM
（東京都港区港南２－15－１）

 4,863 1.70

ジユニパー
（常任代理人
　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

P. O. BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM
OF SAUDI ARABIA
（東京都千代田区丸の内２－７－１）

 4,338 1.52

損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿１－26－１  4,280 1.50

計 ―  101,231 35.42
 

（注)１　上記所有株式数のうち、※印は全て信託業務に係る株式数である。

２　発行済株式の総数に対する所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式210,306株を控除して計算し
ている。なお、当該自己株式には、株式給付信託（ＢＢＴ）にかかる信託口が保有する当社株式767,000株を
含めていない。　

３　2015年12月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ＪＰモルガン・ア

セット・マネジメント株式会社が2015年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの

の、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状

況は株主名簿によっている。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

ＪＰモルガン・アセット・マネ
ジメント株式会社

東京都千代田区丸の内２－７－３ 11,070 3.87
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４　2019年11月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラスト・
アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者１社が2019年10月30日現在で以下の株式を所有している旨
が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができない
ため、上記大株主の状況は株主名簿によっている。
なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社

東京都港区芝公園１－１－１ 9,583 3.35

日興アセットマネジメント株式
会社

東京都港区赤坂９－７－１ 20,334 7.11
 

５　2019年12月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、マラソン・アセッ
ト・マネジメント・エルエルピーが2019年12月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの
の、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状
況は株主名簿によっている。
なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

マラソン・アセット・マネジメ
ント・エルエルピー
（Marathon Asset Management
LLP）

Orion House, 5 upper St.
Martin's Lane, London Wc2H 9EA,
UK

18,024 6.30

 

６　2020年５月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みずほ銀行

及びその共同保有者３社が2020年５月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社

として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主

名簿によっている。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 7,059 2.47

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 900 0.31

アセットマネジメントOne株式
会社

東京都千代田区丸の内１－８－２ 15,119 5.29

アセットマネジメントOneイン
ターナショナル
（Asset Management One
International Ltd.)

Mizuho House, 30 Old Bailey,
London, EC4M 7AU, UK

750 0.26

 

７　2020年７月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会社及

びその共同保有者１社が2020年７月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と

して当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は株主名

簿によっている。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 1,921 0.67

野村アセットマネジメント株式
会社

東京都江東区豊洲２－２－１ 19,872 6.95
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９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 210,300

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,857,308 ―
285,730,800

単元未満株式
普通株式

― １単元(100株)未満の株式
72,810

発行済株式総数 286,013,910 ― ―

総株主の議決権 ― 2,857,308 ―
 

(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8,500株（議決権85個）及

び株式給付信託（ＢＢＴ）にかかる信託口が保有する当社株式767,000株（議決権7,670個）を含めて記載

している。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式６株を含めて記載している。

 

② 【自己株式等】

2020年９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)
五洋建設株式会社

東京都文京区後楽２－２－８ 210,300 ― 210,300 0.07

計 ― 210,300 ― 210,300 0.07
 

(注）株式給付信託（ＢＢＴ）にかかる信託口が保有する当社株式767,000株は、上記自己保有株式に含めていない。

 

 

 

２ 【役員の状況】

 該当事項なし。
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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）に準じて記載している。

 

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（2020年７月１日から2020年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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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：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 43,621 50,394

  受取手形・完成工事未収入金等 239,344 210,731

  有価証券 74 3

  未成工事支出金等 ※１  12,941 ※１  13,970

  たな卸不動産 ※２  1,902 ※２  1,873

  未収入金 20,265 17,293

  その他 2,815 3,816

  貸倒引当金 △702 △616

  流動資産合計 320,264 297,468

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 33,580 33,586

   その他（純額） 46,347 48,168

   有形固定資産合計 79,928 81,754

  無形固定資産 1,454 3,816

  投資その他の資産   

   投資有価証券 17,152 18,360

   退職給付に係る資産 1,259 1,400

   その他 11,876 10,112

   貸倒引当金 △3,060 △3,085

   投資その他の資産合計 27,228 26,787

  固定資産合計 108,611 112,358

 資産合計 428,875 409,827
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金等 118,816 101,767

  短期借入金 24,673 40,665

  コマーシャル・ペーパー 17,999 －

  1年内償還予定の社債 10,000 10,000

  未払法人税等 7,357 3,437

  未成工事受入金 20,932 24,239

  引当金 6,887 7,221

  その他 50,337 44,723

  流動負債合計 257,003 232,055

 固定負債   

  社債 10,000 －

  長期借入金 14,858 26,092

  再評価に係る繰延税金負債 3,679 3,679

  引当金 214 240

  退職給付に係る負債 1,252 1,275

  その他 566 587

  固定負債合計 30,572 31,875

 負債合計 287,575 263,930

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 30,449 30,449

  資本剰余金 18,386 18,386

  利益剰余金 87,066 90,697

  自己株式 △373 △589

  株主資本合計 135,529 138,944

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,673 3,796

  繰延ヘッジ損益 43 23

  土地再評価差額金 3,910 3,910

  為替換算調整勘定 △166 △131

  退職給付に係る調整累計額 △815 △774

  その他の包括利益累計額合計 5,645 6,824

 非支配株主持分 125 126

 純資産合計 141,299 145,896

負債純資産合計 428,875 409,827
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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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高   

 完成工事高 291,406 223,603

 その他の売上高 3,817 3,753

 売上高合計 295,224 227,356

売上原価   

 完成工事原価 266,276 200,465

 その他の売上原価 2,704 2,510

 売上原価合計 268,980 202,975

売上総利益   

 完成工事総利益 25,130 23,137

 その他の売上総利益 1,112 1,242

 売上総利益合計 26,243 24,380

販売費及び一般管理費 ※１  9,071 ※１  9,412

営業利益 17,172 14,968

営業外収益   

 受取利息 64 38

 受取配当金 235 240

 その他 362 244

 営業外収益合計 662 523

営業外費用   

 支払利息 414 311

 その他 60 98

 営業外費用合計 475 410

経常利益 17,359 15,081

特別利益   

 固定資産売却益 182 68

 投資有価証券売却益 0 44

 その他 1 0

 特別利益合計 185 113

特別損失   

 投資有価証券評価損 － 413

 退職給付信託設定損 46 －

 その他 23 40

 特別損失合計 69 454

税金等調整前四半期純利益 17,475 14,739

法人税、住民税及び事業税 5,735 2,898

法人税等調整額 △340 1,350

法人税等合計 5,394 4,249

四半期純利益 12,080 10,490

非支配株主に帰属する四半期純利益 6 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 12,073 10,490
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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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 12,080 10,490

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △620 1,123

 繰延ヘッジ損益 △27 △20

 為替換算調整勘定 △22 37

 退職給付に係る調整額 △45 40

 その他の包括利益合計 △717 1,180

四半期包括利益 11,363 11,671

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 11,356 11,670

 非支配株主に係る四半期包括利益 6 1
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９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 17,475 14,739

 減価償却費 4,313 3,727

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 23 △60

 賞与引当金の増減額（△は減少） 114 234

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 478 △90

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 33 22

 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △148 △140

 受取利息及び受取配当金 △300 △279

 支払利息 414 311

 為替差損益（△は益） 928 47

 持分法による投資損益（△は益） 5 △5

 有形固定資産売却損益（△は益） △176 △44

 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 △44

 投資有価証券評価損益（△は益） － 413

 売上債権の増減額（△は増加） △50,870 29,477

 未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,341 △831

 たな卸資産の増減額（△は増加） △23 △167

 未収入金の増減額（△は増加） 6,401 3,024

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,638 △17,880

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,811 2,807

 その他 △204 △6,786

 小計 △20,052 28,477

 利息及び配当金の受取額 202 281

 利息の支払額 △249 △336

 法人税等の支払額 △4,449 △6,668

 営業活動によるキャッシュ・フロー △24,549 21,753

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △10 △17

 
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還によ
る収入

1 63

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △1,742

 有形固定資産の取得による支出 △3,734 △5,425

 有形固定資産の売却による収入 849 318

 貸付金の回収による収入 2 3

 その他 △193 △52

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,085 △6,853
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

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） 28,758 15,142

 
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

20,000 △17,999

 長期借入れによる収入 3,380 15,162

 長期借入金の返済による支出 △5,225 △3,146

 社債の償還による支出 － △10,000

 配当金の支払額 △5,413 △6,840

 その他 △20 △248

 財務活動によるキャッシュ・フロー 41,479 △7,929

現金及び現金同等物に係る換算差額 △932 △129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,912 6,840

現金及び現金同等物の期首残高 35,610 43,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  48,522 ※１  49,868
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【注記事項】

(追加情報)

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創

設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われ

た項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」

（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債

の額について、改正前の税法の規定に基づいている。

 
（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）

１　取引の概要

当社は、取締役及び執行役員（以下「取締役等」という。）を対象に業績連動型株式報酬制度「株式給付信

託（ＢＢＴ（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」という。）を2017年度から導入している。本制

度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメ

リットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の

増大に貢献する意識を高めることを目的としている。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本制度に基づき設定される信託（以下「本信託」と

いう。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社

株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」という。）が本信託を通じて給付される業績連動

型株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時と

なる。

２　信託に残存する当社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上している。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度282百万円（430,300株）、

当第２四半期連結会計期間498百万円（767,000株）である。

 
（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りにつ

いて）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更は

ない。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１　※１　未成工事支出金等の内訳

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

未成工事支出金 10,226百万円 11,059百万円

その他 2,715 2,911 
 

 

２　※２　たな卸不動産の内訳

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

販売用不動産 1,398百万円 1,377百万円

開発事業等支出金 504 496 
 

 

３　保証債務

連結会社以外の下記の相手先の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っている。

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

全国漁港漁村振興漁業
協同組合連合会

64百万円 64百万円

ホテル朱鷺メッセ㈱ 50 － 

計 115 64 
 

 

また、下記の相手先の住宅分譲前金保証を行っている。

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

㈱ゴールドクレスト －百万円 93百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

従業員給料手当 2,480百万円 2,808百万円

退職給付費用 83 131 

賞与引当金繰入額 851 984 

貸倒引当金繰入額 186 － 

役員株式給付引当金繰入額 21 43 
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 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記載されている科目の金額との関係は、次のと

おりである。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金及び預金 49,047百万円 50,394百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △525 △526 

現金及び現金同等物 48,522 49,868 
 

　

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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
(百万円)

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25日
定時株主総会

普通株式 5,430 19.00 2019年３月31日 2019年６月26日 利益剰余金
 

（注）2019年６月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社

株式に対する配当金８百万円が含まれている。

 
　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の末

日後となるもの

　　該当事項なし。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020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
(百万円)

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25日
定時株主総会

普通株式 6,859 24.00 2020年３月31日 2020年６月26日 利益剰余金
 

（注）2020年６月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社

株式に対する配当金10百万円が含まれている。

 
　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の末

日後となるもの

　　該当事項なし。
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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 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

　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：百万円)

 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)

 
国内土木
事業

国内建築
事業

海外建設
事業

計

売上高         

(1) 外部顧客への売上高 103,238 108,335 80,483 292,057 3,167 295,224 － 295,224

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

132 0 － 132 995 1,128 △1,128 －

計 103,370 108,336 80,483 292,189 4,162 296,352 △1,128 295,224

セグメント利益 8,845 5,312 2,821 16,979 190 17,170 1 17,172
 

(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、国内開発事業、造船事業、事務

機器等のリース事業、保険代理店事業及び環境関連事業等を含んでいる。

2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去である。

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いる。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

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：百万円)

 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)

 
国内土木
事業

国内建築
事業

海外建設
事業

計

売上高         

(1) 外部顧客への売上高 95,523 69,961 58,651 224,137 3,219 227,356 － 227,356

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

86 10 － 97 858 955 △955 －

計 95,610 69,971 58,651 224,234 4,077 228,311 △955 227,356

セグメント利益 10,132 1,871 2,601 14,606 361 14,967 1 14,968
 

(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、国内開発事業、造船事業、事務

機器等のリース事業、保険代理店事業及び環境関連事業等を含んでいる。

2.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去である。

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いる。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

　　１株当たり四半期純利益 42円31銭 36円77銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益
   (百万円)

12,073 10,490

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益(百万円)

12,073 10,490

   普通株式の期中平均株式数(千株) 285,365 285,279
 

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していない。

２　株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の

計算において控除する自己株式に含めている。

　なお、自己株式の期中平均株式数は、前第２四半期連結累計期間648千株、当第２四半期連結累計期間

734千株であり、このうち株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当社株式の期中平均株式数は、前第２四半

期連結累計期間438千株、当第２四半期連結累計期間523千株である。

 

 

 

(重要な後発事象）

　当社は、2020年９月８日開催の取締役会決議により、無担保社債を以下のとおり2020年10月14日に発行した。

　

　１　五洋建設株式会社第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）

（１）発行総額            10,000百万円

（２）発行価格            各社債の金額100円につき金100円

（３）利率                年0.250％

（４）償還金額            各社債の金額100円につき金100円

（５）償還期限及び償還方法 2025年10月14日（満期一括償還）

（６）資金の使途          ＳＥＰ型多目的起重機船の建造資金に充当予定

 

　２　五洋建設株式会社第６回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

（１）発行総額 　　　　　 10,000百万円

（２）発行価格 　　　　　 各社債の金額100円につき金100円

（３）利率 　　　　　　　 年0.150％   

（４）償還金額　　　　　  各社債の金額100円につき金100円

（５）償還期限及び償還方法 2023年10月13日（満期一括償還）

（６）資金の使途 　　　　 運転資金に充当予定

 
２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年11月９日

五洋建設株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

　東京事務所
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 向　井　　　誠 印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 澤　部　直　彦 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」に掲げられている五洋建設株式会

社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020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、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。

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、五洋建設株式会社及び連結子会社の2020年９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、「四半期連結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、会社及び連結子会社から独立

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。

 
四半期連結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。

四半期連結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連結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連結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。

 
四半期連結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

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

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、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
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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、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

において四半期連結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連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結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。

・　四半期連結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連結財務諸表の作

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連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結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。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

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

会社及び連結子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）が別途保管している。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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