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1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年6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 ％

29年3月期第1四半期 14,830 10.9 △261 ― △160 ― △134 ―
28年3月期第1四半期 13,370 △2.4 △190 ― △95 ― △120 ―

（注）包括利益 29年3月期第1四半期 △280百万円 （―％） 28年3月期第1四半期 △22百万円 （―％）

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

29年3月期第1四半期 △10.04 ―
28年3月期第1四半期 △8.96 ―

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

29年3月期第1四半期 53,055 18,105 34.1 1,348.03
28年3月期 56,931 18,705 32.8 1,390.81
（参考）自己資本 29年3月期第1四半期 18,105百万円 28年3月期 18,682百万円

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

28年3月期 ― 12.00 ― 22.00 34.00
29年3月期 ―
29年3月期（予想） 12.00 ― 24.00 36.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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 91,000 17.6 3,600 4.6 3,900 9.6 2,400 4.9 178.69



(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きは実施中であります。 

※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。 

※ 注記事項

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） 29年3月期1Q 13,988,000 株 28年3月期 13,988,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期1Q 556,739 株 28年3月期 554,966 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期1Q 13,431,704 株 28年3月期1Q 13,464,261 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善の傾向が見られ緩やかな回復基調にあるも

のの、イギリスのＥＵ離脱問題等から海外経済の不確実性が高まっており、円高に推移するなど景気の先行きは不透明

な状況となっております。 

建設業界におきましては、国内での建築着工の遅れ等の影響により、受注環境は厳しい状況で推移しております。 

このような状況の下で、当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は以下のとおりとなりました。 

売上高は当期首に吸収合併した当社九州支店、並びに、前期末に連結子会社化しております東テク北海道㈱が寄与

し、14,830百万円(前年同期比10.9％増)となりました。一方、利益面につきましては、営業損失が261百万円(前年同期

損失額190百万円)となり、経常損失は160百万円(前年同期損失額95百万円)となりました。また、親会社株主に帰属する

四半期純損失は134百万円(前年同期損失額120百万円)となりました。 

なお、当社グループは売上高が第４四半期に集中する傾向があり、業績には季節的変動があります。 

商品販売事業におきましては、空調機器、制御機器、省エネ機器を中心とした設備機器の販売を行っております。売

上高は10,929百万円(前年同期比8.9％増)、売上総利益は2,117百万円(前年同期比13.2％増)となりました。 

工事事業におきましては、主に計装工事の設計・施工および空調その他機器のメンテナンス・アフターサービスを行

っております。売上高は3,900百万円(前年同期比17.8％増)、売上総利益は999百万円(前年同期比19.9％増)となりまし

た。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて3,875百万円減少し53,055百万円となりまし

た。これは受取手形及び売掛金の回収により得た現金を支払手形及び買掛金の支払に充当するなどしたため、流動資産

が5,094百万円減少したことが主な要因です。 

（負債の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて3,276百万円減少し34,950百万円となりまし

た。これは支払手形及び買掛金や電子記録債務の純減額4,583百万円と、法人税等の支払いによる未払法人税等の減少

632百万円が主な要因です。 

（純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて599百万円減少し18,105百万円となりまし

た。これは保有有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少164百万円に加え、配当金の支払や四半期純

損失の計上等により利益剰余金が430百万円減少したことが主な要因です。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は34.1％となり、前連結会計年度末に比べ1.3％増加しまし

た。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成29年３月期連結業績予想につきましては、平成28年５月16日に公表いたしました通期連結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 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱いの適用） 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額は軽微であります。 

（４）追加情報 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。 
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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：百万円) 

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成28年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,945 5,281 

受取手形及び売掛金 23,787 17,359 

電子記録債権 2,042 2,652 

たな卸資産 1,458 2,737 

繰延税金資産 692 754 

未収入金 5,228 5,487 

その他 402 188 

貸倒引当金 △2 △2 

流動資産合計 39,555 34,460 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,392 3,461 

土地 5,267 5,379 

建設仮勘定 1,125 1,906 

その他 788 1,105 

減価償却累計額 △2,486 △2,569 

有形固定資産合計 8,086 9,284 

無形固定資産 

のれん - 70 

その他 96 150 

無形固定資産合計 96 220 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,320 6,079 

繰延税金資産 162 167 

その他 3,007 3,143 

貸倒引当金 △297 △299 

投資その他の資産合計 9,192 9,090 

  固定資産合計 17,376 18,595 

資産合計 56,931 53,055 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成28年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成28年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 16,018 11,290 

電子記録債務 2,030 2,174 

短期借入金 6,273 8,063 

1年内償還予定の社債 314 264 

未払法人税等 675 43 

未成工事受入金 404 1,021 

賞与引当金 1,572 492 

役員賞与引当金 19 - 

その他 1,504 2,100 

流動負債合計 28,812 25,451 

固定負債 

社債 343 257 

長期借入金 5,701 5,898 

退職給付に係る負債 2,259 2,260 

役員退職慰労引当金 658 662 

繰延税金負債 245 177 

その他 204 243 

固定負債合計 9,413 9,498 

  負債合計 38,226 34,950 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,857 1,857 

資本剰余金 1,829 1,829 

利益剰余金 13,738 13,308 

自己株式 △211 △212 

株主資本合計 17,213 16,782 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 1,809 1,644 

退職給付に係る調整累計額 △340 △320 

その他の包括利益累計額合計 1,469 1,323 

非支配株主持分 22 - 

  純資産合計 18,705 18,105 

負債純資産合計 56,931 53,055 
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円) 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
至 平成28年６月30日) 

売上高 13,370 14,830 

売上原価 10,652 11,720 

売上総利益 2,717 3,109 

販売費及び一般管理費 2,908 3,370 

営業損失（△） △190 △261 

営業外収益 

受取利息 0 0 

受取配当金 33 42 

仕入割引 87 103 

雑収入 23 23 

営業外収益合計 146 170 

営業外費用 

支払利息 27 43 

手形売却損 6 2 

支払保証料 13 18 

雑損失 4 5 

営業外費用合計 51 70 

経常損失（△） △95 △160 

特別損失 

固定資産処分損 45 - 

投資有価証券評価損 - 9 

特別損失合計 45 9 

税金等調整前四半期純損失（△） △140 △170 

法人税、住民税及び事業税 △0 11 

法人税等調整額 △19 △46 

法人税等合計 △20 △35 

四半期純損失（△） △120 △134 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - - 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △120 △134 
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円) 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
至 平成28年６月30日) 

四半期純損失（△） △120 △134 

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 100 △164 

退職給付に係る調整額 △2 19 

その他の包括利益合計 97 △145 

四半期包括利益 △22 △280 

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 △22 △280 

非支配株主に係る四半期包括利益 - - 

東テク㈱（9960）　平成29年3月期　第１四半期決算短信

－7－



（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。 
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