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1. 平成28年3月期第2四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年9月30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第2四半期 48,184 13.7 2,000 ― 2,514 822.1 1,306 ―
27年3月期第2四半期 42,378 △16.5 △15 ― 272 △78.2 △27 ―

（注）包括利益 28年3月期第2四半期 1,666百万円 （△26.3％） 27年3月期第2四半期 2,262百万円 （△5.9％）

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

28年3月期第2四半期 21.25 ―
27年3月期第2四半期 △0.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第2四半期 184,919 127,194 63.9
27年3月期 213,401 126,761 55.3
（参考）自己資本 28年3月期第2四半期 118,192百万円 27年3月期 118,053百万円

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 

 

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

27年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
28年3月期 ― ―
28年3月期（予想） ― 22.00 22.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
親会社株主に帰属する

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 177,700 1.9 13,530 △2.3 14,310 △4.3 8,600 0.1 139.90



(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 

 なお、特定子会社には該当しませんが、前連結会計年度まで持分法適用の非連結子会社であったＮＤＫ電設(株)他７社は、重要性が増加したことから、 
第１四半期連結会計期間より、持分法適用の範囲から除外し、連結の範囲に含めております。 

(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いません。 

※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。 

※ 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） 28年3月期2Q 65,337,219 株 27年3月期 65,337,219 株
② 期末自己株式数 28年3月期2Q 3,864,166 株 27年3月期 3,863,921 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期2Q 61,473,160 株 27年3月期2Q 61,473,722 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間の国内経済は、景気は一部に弱い動きもみられるものの、政府や日銀による経済・

金融政策の効果などを背景に、雇用・所得環境の改善傾向が続くなど緩やかな回復基調で推移しました。一方で、

海外景気の下振れ懸念など、依然として先行きは不透明な状況でありました。当建設業界における受注環境は、

公共投資は総じて弱い動きとなりましたが、民間設備投資は持ち直しの動きがみられました。

　このような状況の中で、当社グループは営業体制の強化を図り、グループを挙げて新規工事の受注確保に努め

ました結果、当第２四半期連結累計期間の連結受注高は652億円（前年同四半期比118％）となり、連結売上高は

481億円（前年同四半期比114％）となりました。

　利益については、連結営業利益は20億円（前年同四半期は連結営業損失15百万円）、連結経常利益は25億14百万

円（前年同四半期比922％）となりました。また親会社株主に帰属する連結純利益は13億６百万円（前年同四半期

は親会社株主に帰属する連結純損失27百万円）となりました。

　なお、当社グループの業績の特性として、販売費及び一般管理費等の固定費は１年を通して恒常的に発生する

ものの、売上高は第４四半期に集中する季節的要因があります。

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

　(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

特定子会社には該当しませんが、前連結会計年度まで持分法適用の非連結子会社であったＮＤＫ電設㈱、ＮＤ

Ｋ設備設計㈱、日本電設電車線工事㈱、日本電設信号工事㈱、日本電設通信工事㈱、ＮＤＫ西日本電設㈱、㈱東

電、トキワ電気工業㈱の８社は重要性が増加したことから、第１四半期連結会計期間より、持分法適用の範囲か

ら除外し、連結の範囲に含めております。

（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

「企業結合に関する会計基準」等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及

び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 14,685 13,348

受取手形・完成工事未収入金等 86,315 28,493

有価証券 11,100 22,994

未成工事支出金等 22,937 40,341

繰延税金資産 2,788 2,641

その他 1,484 2,987

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 139,310 110,805

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 17,140 16,932

土地 13,860 13,847

その他（純額） 4,554 5,107

有形固定資産合計 35,555 35,888

無形固定資産 3,483 4,000

投資その他の資産

投資有価証券 32,460 31,789

繰延税金資産 1,278 1,216

その他 1,334 1,237

貸倒引当金 △21 △18

投資その他の資産合計 35,051 34,224

固定資産合計 74,090 74,113

資産合計 213,401 184,919

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 47,207 24,467

短期借入金 400 300

未払法人税等 4,576 723

未成工事受入金 4,923 7,826

完成工事補償引当金 21 29

工事損失引当金 1,806 1,463

賞与引当金 4,751 3,156

役員賞与引当金 67 9

その他 5,599 2,688

流動負債合計 69,353 40,664

固定負債

役員退職慰労引当金 282 198

退職給付に係る負債 13,086 12,943

その他 3,917 3,918

固定負債合計 17,286 17,060

負債合計 86,639 57,724
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,494 8,494

資本剰余金 7,792 7,792

利益剰余金 95,019 95,095

自己株式 △1,789 △1,789

株主資本合計 109,517 109,592

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,660 9,610

退職給付に係る調整累計額 △1,124 △1,010

その他の包括利益累計額合計 8,536 8,599

非支配株主持分 8,707 9,002

純資産合計 126,761 127,194

負債純資産合計 213,401 184,919
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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 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

完成工事高 42,378 48,184

完成工事原価 36,900 40,376

完成工事総利益 5,478 7,807

販売費及び一般管理費 5,493 5,807

営業利益又は営業損失（△） △15 2,000

営業外収益

受取利息 21 24

受取配当金 278 291

その他 112 226

営業外収益合計 412 542

営業外費用

支払利息 0 0

持分法による投資損失 124 28

その他 0 0

営業外費用合計 124 28

経常利益 272 2,514

特別利益

固定資産売却益 309 10

投資有価証券売却益 - 1

特別利益合計 309 12

特別損失

投資有価証券評価損 2 -

減損損失 - 13

固定資産除売却損 34 21

特別損失合計 37 34

税金等調整前四半期純利益 545 2,491

法人税等 284 896

四半期純利益 260 1,595

非支配株主に帰属する四半期純利益 288 289

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△27 1,306
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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 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 260 1,595

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,921 △40

退職給付に係る調整額 70 113

持分法適用会社に対する持分相当額 9 △0

その他の包括利益合計 2,001 71

四半期包括利益 2,262 1,666

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,961 1,369

非支配株主に係る四半期包括利益 300 297
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（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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

（１）部門別受注・売上高（連結）

　 ①受注高 (単位 百万円）

区 分
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　 至 平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年９月30日）
比較増減

比較増減率
（％）

鉄道電気工事 26,947 33,856 6,908 25.6

一般電気工事 18,561 20,735 2,173 11.7

情報通信工事 8,983 10,132 1,149 12.8

そ の 他 775 526 △249 △32.2

合 計 55,267 65,250 9,982 18.1

　 ②売上高 (単位 百万円）

区 分
前第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　 至 平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年９月30日）
比較増減

比較増減率
（％）

鉄道電気工事 27,219 28,795 1,575 5.8

一般電気工事 8,316 12,406 4,090 49.2

情報通信工事 5,729 5,947 218 3.8

そ の 他 1,112 1,034 △77 △7.0

合 計 42,378 48,184 5,805 13.7

（注）１．「②売上高」の「その他」は、不動産業及びビル総合管理等の関連事業、ソフトウェアの開発及び電気設備

　 の設計等を表示しており、「①受注高」の「その他」には、不動産の賃貸・管理等は含まれておりません。

　 ２．記載金額は消費税等抜きで表示しております。
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