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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 54,793 8.4 △1,132 ― △891 ― △659 ―
25年3月期第3四半期 50,555 △0.5 △1,553 ― △1,382 ― △1,092 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,829百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △552百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第3四半期 △26.13 ―
25年3月期第3四半期 △43.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第3四半期 73,682 32,437 44.0 1,284.99
25年3月期 80,369 31,112 38.7 1,232.48
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 32,437百万円 25年3月期 31,112百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
    25年3月期 期末配当金の内訳   普通配当   7円50銭   特別配当   5円00銭 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 7.50 ― 12.50 20.00
26年3月期 ― 7.50 ―
26年3月期（予想） 7.50 15.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 90,000 5.2 2,300 3.1 2,500 1.7 1,400 5.8 55.46

SANON1
SNKロゴ正



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料P.2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 25,282,225 株 25年3月期 25,282,225 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 39,161 株 25年3月期 38,323 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 25,243,444 株 25年3月期3Q 25,245,442 株
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 当第３四半期連結累計期間における国内経済は、第２四半期に引き続き回復基調を維持しました。企

業部門におきましても、内需の増加を受け生産活動は緩やかに増加し、今後年度明けの消費税増税の影

響が懸念されるものの設備投資の緩やかな増加は続くものと予想されます。 

  建設業界におきましても、国内建設受注額が底堅い動きを見せる一方で、施工人員の不足による労務

費の高騰が顕在化してきており今後の深刻な懸念材料となることが危惧されます。 

  

 こうした環境の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高

547億9千3百万円（前年同四半期比8.4％増）、営業損失11億3千2百万円（前年同期 営業損失15億5千3

百万円）、経常損失8億9千1百万円（前年同期 経常損失13億8千2百万円）、四半期純損失6億5千9百万

円（前年同期 四半期純損失10億9千2百万円）となりました。また、受注高につきましては、701億1千1

百万円（前年同四半期比8.2％増）となりました。 

  

 当社グループの完成工事高は、通常の営業の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強

く、一方で、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るとい

う季節的変動があります。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間における総資産は、736億8千2百万円となり、前連結会計年度に比べ66億8

千7百万円減少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少114億4千7百万円と、投

資有価証券の増加36億7千6百万円であります。 

 負債は、412億4千5百万円となり、前連結会計年度に比べ80億1千1百万円減少しております。主な要

因は、支払手形・工事未払金の減少81億8千3百万円であります。 

 純資産は、324億3千7百万円となり、前連結会計年度に比べ13億2千4百万円増加しております。主な

要因は、利益剰余金の減少11億6千4百万円と、その他有価証券評価差額金の増加23億8百万円でありま

す。 

  

  

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表しました「平成25年３月期 

決算短信」における業績予想に変更はありません。  

  

   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,985 5,326

受取手形・完成工事未収入金 46,384 34,936

有価証券 299 100

未成工事支出金 671 2,070

その他のたな卸資産 66 67

繰延税金資産 1,413 1,724

その他 2,278 1,549

貸倒引当金 △241 △172

流動資産合計 56,858 45,603

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 2,206 2,137

その他（純額） 783 843

有形固定資産合計 2,989 2,981

無形固定資産 332 319

投資その他の資産   

投資有価証券 17,443 21,119

繰延税金資産 56 60

その他 2,914 3,891

貸倒引当金 △225 △293

投資その他の資産合計 20,188 24,778

固定資産合計 23,511 28,078

資産合計 80,369 73,682
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 37,100 28,917

短期借入金 4,645 3,670

未払法人税等 145 6

未成工事受入金 997 2,394

工事損失引当金 1,721 1,325

引当金 143 118

その他 2,225 1,357

流動負債合計 46,979 37,789

固定負債   

長期借入金 105 60

繰延税金負債 1,337 2,609

退職給付引当金 743 664

その他 91 120

固定負債合計 2,277 3,455

負債合計 49,256 41,245

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 15,750 14,586

自己株式 △24 △24

株主資本合計 27,773 26,608

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,315 5,623

為替換算調整勘定 24 205

その他の包括利益累計額合計 3,339 5,828

純資産合計 31,112 32,437

負債純資産合計 80,369 73,682
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

完成工事高 50,555 54,793

完成工事原価 47,985 51,659

完成工事総利益 2,570 3,133

販売費及び一般管理費 4,124 4,265

営業損失（△） △1,553 △1,132

営業外収益   

受取利息 24 44

受取配当金 148 177

為替差益 － 22

その他 23 24

営業外収益合計 197 269

営業外費用   

支払利息 14 16

前払金保証料 3 6

為替差損 4 －

その他 2 5

営業外費用合計 25 28

経常損失（△） △1,382 △891

特別利益   

投資有価証券売却益 8 253

特別利益合計 8 253

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 0 9

投資有価証券評価損 108 215

ゴルフ会員権評価損 11 －

減損損失 5 －

特別損失合計 126 224

税金等調整前四半期純損失（△） △1,500 △862

法人税、住民税及び事業税 83 63

法人税等調整額 △490 △266

法人税等合計 △407 △202

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,092 △659

四半期純損失（△） △1,092 △659
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,092 △659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 535 2,308

為替換算調整勘定 5 181

その他の包括利益合計 540 2,489

四半期包括利益 △552 1,829

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △552 1,829
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   該当事項はありません。  

  

   該当事項はありません。 

  

  

（３）四半期連結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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

４．補足情報

  平成26年３月期第３四半期受注の概況

区分

前第３四半期連結累計期間
(自平成24年４月１日 
 至平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自平成25年４月１日 
 至平成25年12月31日)

増減 
（百万円）

増減率

金額 
（百万円）

構成比
金額 

（百万円）
構成比

一般空調工事 60,135 92.8 % 66,533  94.9 % 6,397 10.6 %

（うち海外） (3,876) (6.0) (3,297) (4.7) (△579) (△14.9)

原子力施設空調工事 4,691  7.2 3,578 5.1 △1,113  △23.7

合計 64,826 100.0 70,111 100.0 5,284 8.2 
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