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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第3四半期 54,403 △0.7 △341 ― 23 ― △15 ―
26年3月期第3四半期 54,793 8.4 △1,132 ― △891 ― △659 ―

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 1,712百万円 （△6.4％） 26年3月期第3四半期 1,829百万円 （―％）

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

27年3月期第3四半期 △0.60 ―
26年3月期第3四半期 △26.13 ―

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

27年3月期第3四半期 76,398 34,950 45.7 1,384.66
26年3月期 85,002 34,034 40.0 1,348.30
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 34,950百万円 26年3月期 34,034百万円

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 
    26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

26年3月期 ― 7.50 ― 12.50 20.00
27年3月期 ― 10.00 ―
27年3月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 95,000 3.2 2,600 16.5 2,800 11.4 1,500 12.0 59.43
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(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 

（注）詳細は添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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ますが、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に対するレビュー手続は終了しております。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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 ： 有
② ①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） 27年3月期3Q 25,282,225 株 26年3月期 25,282,225 株
② 期末自己株式数 27年3月期3Q 41,176 株 26年3月期 39,648 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 25,242,192 株 26年3月期3Q 25,243,444 株
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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

　

当第３四半期連結累計期間における国内経済は、日銀による大幅な金融緩和等により、企業収益に改善がみら

れるものの、製造業と非製造業の産業間でのバラツキや個人消費の低迷もあり、総じて緩やかな回復基調で推移

しました。

建設業界におきましては、首都圏を中心とした大型の再開発案件や東京五輪に向けた建設需要、製造業による

設備投資など堅調に推移しておりますが、施工人員の不足による労務費の上昇や資機材価格の高騰等、懸念材料

も残ります。

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544億3百

万円（前年同四半期比0.7％減）、営業損失3億4千1百万円（前年同四半期 営業損失11億3千2百万円）、経常利益2

千3百万円（前年同四半期 経常損失8億9千1百万円）、四半期純損失1千5百万円（前年同四半期 四半期純損失6億5

千9百万円）となりました。また、受注工事高につきましては、845億2千4百万円（前年同四半期比20.6％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。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間における総資産は、763億9千8百万円となり、前連結会計年度に比べ86億4百万円減

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134億1千9百万円と、未成工事支出金の増加11

億8千1百万円、投資有価証券の増加26億9千7百万円であります。

負債は、414億4千8百万円となり、前連結会計年度に比べ95億2千万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104億9百万円と、未成工事受入金の増加9億3千7百万円であります。

純資産は、349億5千万円となり、前連結会計年度に比べ9億1千5百万円増加しております。主な要因は、利益剰

余金の減少8億1千万円と、その他有価証券評価差額金の増加16億7千2百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年５月８日に公表しました「平成26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。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めにつ

いて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期

間帰属方法をポイント基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を、割引率決定の基礎となる債券の期

間について、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期

間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が352百万円増加し、利益剰余金が227百万

円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。
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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 6,295 6,488

受取手形・完成工事未収入金 47,689 34,269

有価証券 100 -

未成工事支出金 695 1,877

その他のたな卸資産 22 74

繰延税金資産 1,242 1,274

その他 1,978 2,985

貸倒引当金 △240 △171

流動資産合計 57,783 46,797

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,204 2,365

その他（純額） 832 879

有形固定資産合計 3,036 3,244

無形固定資産 306 293

投資その他の資産

投資有価証券 20,213 22,911

繰延税金資産 61 65

その他 3,921 3,351

貸倒引当金 △319 △265

投資その他の資産合計 23,876 26,061

固定資産合計 27,219 29,600

資産合計 85,002 76,398
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 37,179 26,769

短期借入金 4,770 4,770

未払法人税等 767 39

未成工事受入金 1,783 2,720

工事損失引当金 884 1,420

引当金 144 120

その他 2,349 1,609

流動負債合計 47,878 37,449

固定負債

長期借入金 45 -

繰延税金負債 2,323 2,957

退職給付に係る負債 594 909

その他 126 131

固定負債合計 3,089 3,998

負債合計 50,968 41,448

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 16,585 15,774

自己株式 △24 △26

株主資本合計 28,606 27,794

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,013 6,686

為替換算調整勘定 360 418

退職給付に係る調整累計額 53 50

その他の包括利益累計額合計 5,427 7,155

純資産合計 34,034 34,950

負債純資産合計 85,002 76,398
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

完成工事高 54,793 54,403

完成工事原価 51,659 50,394

完成工事総利益 3,133 4,009

販売費及び一般管理費 4,265 4,350

営業損失（△） △1,132 △341

営業外収益

受取利息 44 63

受取配当金 177 209

為替差益 22 18

その他 24 108

営業外収益合計 269 399

営業外費用

支払利息 16 22

前払金保証料 6 7

その他 5 4

営業外費用合計 28 34

経常利益又は経常損失（△） △891 23

特別利益

投資有価証券売却益 253 5

特別利益合計 253 5

特別損失

固定資産売却損 0 -

固定資産除却損 9 9

投資有価証券評価損 215 -

独占禁止法関連損失 - 140

特別損失合計 224 149

税金等調整前四半期純損失（△） △862 △120

法人税、住民税及び事業税 63 72

法人税等調整額 △266 △178

法人税等合計 △202 △105

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △659 △15

四半期純損失（△） △659 △15
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △659 △15

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,308 1,672

為替換算調整勘定 181 58

退職給付に係る調整額 - △3

その他の包括利益合計 2,489 1,727

四半期包括利益 1,829 1,712

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,829 1,712
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

４．補足情報

平成27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25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26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 66,533 94.9 % 78,558 92.9 % 12,024 18.1 %

（うち海外） (3,297) (4.7) (3,780) (4.5) (482) (14.6)

原子力施設空調工事 3,578 5.1 5,966 7.1 2,388 66.8

合計 70,111 100.0 84,524 100.0 14,413 20.6
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