
平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成28年2月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 サンテック 上場取引所 東
コード番号 1960 URL http://www.suntec-sec.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 八幡欣也
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理部長 （氏名） 舩戸文英 TEL 03-3265-6181
四半期報告書提出予定日 平成28年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
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3四半期 30,376 6.4 303 △44.3 486 △54.0 251 △66.6
27年3月期第3四半期 28,541 0.5 544 △41.6 1,058 △33.9 751 △21.3

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 48百万円 （△95.2％） 27年3月期第3四半期 1,018百万円 （△19.9％）

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3四半期 12.45 ―
27年3月期第3四半期 35.41 ―

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

28年3月期第3四半期 43,867 29,354 66.9 1,469.30
27年3月期 44,066 29,924 67.9 1,468.91
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 29,354百万円 27年3月期 29,924百万円

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） 20.00 20.00

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 44,000 9.1 1,200 8.2 1,400 △16.1 800 △3.2 39.64



(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３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）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、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
四半期連結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およ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
およ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２ページをご覧ください。 

※ 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） 28年3月期3Q 23,805,000 株 27年3月期 23,805,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 3,826,106 株 27年3月期 3,433,031 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 20,179,237 株 27年3月期3Q 21,235,577 株



（参考）四半期個別業績

（１）平成28年３月期第３四半期の個別業績（平成27年４月１日～平成27年12月31日）

　① 個別経営成績(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 ％

28年３月期第３四半期 21,023 △0.8 329 △41.3 572 △42.8 369 △47.9

27年３月期第３四半期 21,198 △0.3 561 △6.4 1,000 △17.3 708 9.4

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３四半期 18.30 ―

27年３月期第３四半期 33.36 ―
　

　② 個別財政状態
　

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

28年３月期第３四半期 36,649 27,956 76.3 1,399.30

27年３月期 36,579 28,126 76.9 1,380.65

(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 27,956百万円 27年３月期 28,126百万円

（２）個別業績予想

平成28年３月期の個別業績予想（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)

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 30,000 4.6 900 △3.1 1,100 △21.1 700 △36.1 34.69
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明

上記の業績予想は、当社が現在入手している情報およ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。
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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わが国経済は、政府の経済政策や日本銀行による金融政策などを背景に企業

収益や雇用・所得環境の改善が続くなか、新興国などの海外経済の減速による下振れリスクは依然としてありなが

ら、景気は緩やかな回復基調で推移しております。

　建設業界におきましては、民間工事は企業収益が改善するなかで設備投資が増加基調となる一方、公共工事は緩

やかな減少傾向にあり、また、労務費の上昇傾向は続いており、引き続き厳しい経営環境が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは、第10次中期経営計画の最終年を迎え、安定的に営業利益10億円を確保

する利益体質構築のため、国内外の一体化および組織の相互連携による事業展開を推進し、積極的な受注活動に取

り組んでまいりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注高372億３百万円（前年同四半期比28.0％増）、売上高

303億76百万円（前年同四半期比6.4％増）となりました。

　利益面では価格競争による原価率の上昇や人件費の増加などの影響により営業利益３億３百万円（前年同四半期

は営業利益５億44百万円）となり、受取地代家賃２億41百万円、為替差損82百万円などにより経常利益４億86百万

円（前年同四半期は経常利益10億58百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益２億51百万円（前年同四

半期は親会社株主に帰属する四半期純利益７億51百万円）を計上する結果となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（日本）

　当第３四半期連結累計期間の売上高は194億６百万円（前年同四半期比3.1％減）となり、営業利益は10億39百万

円（前年同四半期は、営業利益10億70百万円）となりました。

（東南アジア）

　当第３四半期連結累計期間の売上高は101億71百万円（前年同四半期比40.4％増）となり、営業利益は１億13百

万円（前年同四半期は、営業利益１億59百万円）となりました。

（その他アジア）

　当第３四半期連結累計期間の売上高は８億23百万円（前年同四半期比34.9％減）となり、営業損失は１億49百万

円（前年同四半期は、営業損失21百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億99百万円減少し、438億67百万円と

なりました。主な要因は、有価証券２億１百万円の増加に対し、未成工事支出金４億13百万円の減少などによるも

のです。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億69百万円増加し、145億12百万円となりました。主な要因は、未成工

事受入金２億78百万円の増加などによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億69百万円減少し、293億54百万円となりました。主な要因は、為替

換算調整勘定３億10百万円の減少や自己株式２億10百万円の取得による減少などによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成27年11月５日に公表しました業績予想と変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）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)

「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。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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。以下「連結会計基準」という。）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。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い

たしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方

法に変更いたします。加えて、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３四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。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

（２）追加情報

(役員退職慰労金制度の廃止)

当社は、平成27年６月25日開催の定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、当該株

主総会終結のときまでの在任期間をもとに、当社における所定の基準に従い、退任時に退職慰労金を打切り支給す

ることが承認可決されました。

　これに伴い、当社の「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給額の未払分281,948千円を固定負債の「そ

の他」に含めて表示しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 9,672,905 9,695,267

受取手形・完成工事未収入金等 14,945,864 14,847,148

有価証券 1,798,953 2,000,650

未成工事支出金 991,156 577,917

繰延税金資産 208,482 161,597

その他 2,129,605 1,985,654

貸倒引当金 △1,912,501 △1,867,501

流動資産合計 27,834,465 27,400,734

固定資産

有形固定資産

土地 3,747,822 3,752,331

その他（純額） 2,014,768 2,305,003

有形固定資産合計 5,762,590 6,057,334

無形固定資産

のれん 1,090,529 977,716

その他 193,828 163,129

無形固定資産合計 1,284,358 1,140,845

投資その他の資産

投資有価証券 3,887,680 3,972,255

投資不動産（純額） 4,266,031 4,234,647

繰延税金資産 403,253 438,206

その他 753,492 748,171

貸倒引当金 △125,040 △125,100

投資その他の資産合計 9,185,417 9,268,180

固定資産合計 16,232,366 16,466,361

資産合計 44,066,831 43,867,095
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 9,014,514 9,077,617

短期借入金 1,166,000 1,195,564

未払法人税等 440,867 32,165

未成工事受入金 1,187,774 1,466,028

完成工事補償引当金 19,000 19,000

工事損失引当金 164,476 161,345

賞与引当金 218,960 2,545

その他 688,526 1,231,376

流動負債合計 12,900,118 13,185,642

固定負債

社債 40,000 20,000

繰延税金負債 516,829 626,726

役員退職慰労引当金 287,538 -

執行役員退職慰労引当金 23,683 20,635

退職給付に係る負債 3,813 3,280

その他 370,332 655,829

固定負債合計 1,242,196 1,326,472

負債合計 14,142,315 14,512,115

純資産の部

株主資本

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,072 2,007,072

利益剰余金 26,871,700 26,715,481

自己株式 △1,484,669 △1,695,313

株主資本合計 28,584,353 28,217,490

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 857,337 936,011

為替換算調整勘定 588,517 278,009

退職給付に係る調整累計額 △105,691 △76,532

その他の包括利益累計額合計 1,340,163 1,137,488

純資産合計 29,924,516 29,354,979

負債純資産合計 44,066,831 43,867,095
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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：千円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 28,541,408 30,376,439

売上原価 25,286,342 27,075,064

売上総利益 3,255,066 3,301,374

販売費及び一般管理費 2,710,759 2,998,159

営業利益 544,306 303,215

営業外収益

受取利息 18,415 11,730

受取配当金 49,572 61,790

受取地代家賃 255,951 241,055

為替差益 205,943 -

持分法による投資利益 70,286 -

その他 97,237 143,049

営業外収益合計 697,407 457,625

営業外費用

支払利息 11,743 13,853

不動産賃貸費用 103,384 105,265

為替差損 - 82,946

その他 68,162 71,781

営業外費用合計 183,289 273,848

経常利益 1,058,424 486,992

特別利益

固定資産売却益 4,020 17,097

投資有価証券売却益 200,418 31,150

受取和解金 - 22,271

貸倒引当金戻入額 53,199 570

特別利益合計 257,639 71,090

特別損失

固定資産除却損 1,483 39,961

ゴルフ会員権売却損 2,930 -

事務所移転費用 9,371 -

その他 - 5,270

特別損失合計 13,784 45,232

税金等調整前四半期純利益 1,302,278 512,850

法人税等 550,399 261,629

四半期純利益 751,878 251,220

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 751,878 251,220
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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：千円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 751,878 251,220

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 194,159 78,673

繰延ヘッジ損益 3,636 -

為替換算調整勘定 65,174 △310,507

退職給付に係る調整額 3,593 29,159

その他の包括利益合計 266,563 △202,674

四半期包括利益 1,018,442 48,546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,018,442 48,546

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　 前第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)

　 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
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上

額(注)２日本 東南アジア その他アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 20,032,153 7,244,896 1,264,359 28,541,408 ― 28,541,408

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 84 ― 84 △84 ―

計 20,032,153 7,244,980 1,264,359 28,541,492 △84 28,541,408

セグメント利益又は
損失（△）

1,070,728 159,795 △21,041 1,209,482 △665,175 544,306

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△665,175千円には、セグメント間取引消去3,073千円、配賦不能営業費用
△668,249千円が含まれております。配賦不能営業費用は、主に親会社管理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

（1） 東 南アジア ： シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー
（2） その他アジア ： 中国、台湾

　

　 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損
益計算書計上

額(注)２日本 東南アジア その他アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 19,406,572 10,170,200 799,665 30,376,439 ― 30,376,439

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 1,130 23,500 24,630 △24,630 ―

計 19,406,572 10,171,331 823,165 30,401,069 △24,630 30,376,439

セグメント利益又は
損失（△）

1,039,810 113,661 △149,108 1,004,363 △701,148 303,215

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△701,148千円は配賦不能営業費用であり、主なものは親会社管理部門に
係る費用であります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
３ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

（1） 東 南アジア ： シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー
（2） その他アジア ： 中国、台湾
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４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

　

① 連結受注実績

(単位：千円、％)

区分

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

対前年同四半期
増 減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 20,743,300 71.3 24,434,416 65.7 3,691,116 17.8

電力工事 4,376,246 15.1 9,318,016 25.0 4,941,769 112.9

空調給排水工事 3,505,705 12.1 3,000,065 8.1 △505,640 △14.4

機器製作 435,034 1.5 451,182 1.2 16,148 3.7

合計 29,060,287 100.0 37,203,681 100.0 8,143,393 28.0

② 連結売上実績

(単位：千円、％)

区分

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

対前年同四半期
増 減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 19,863,644 69.6 20,399,655 67.1 536,010 2.7

電力工事 5,943,955 20.8 6,126,958 20.2 183,002 3.1

空調給排水工事 2,253,229 7.9 3,368,517 11.1 1,115,287 49.5

機器製作 480,578 1.7 481,307 1.6 729 0.2

合計 28,541,408 100.0 30,376,439 100.0 1,835,030 6.4
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