




（参考）四半期個別業績

（１）平成29年３月期第１四半期の個別業績（平成28年４月１日～平成28年６月30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 ％

29年３月期第１四半期 7,449 20.7 15 ― △64 ― △22 ―

28年３月期第１四半期 6,171 17.2 △57 ― 118 ― 0 △98.8

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 △1.15 ―

28年３月期第１四半期 0.04 ―
　

　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

29年３月期第１四半期 34,718 27,219 78.4 1,402.34

28年３月期 37,421 28,006 74.8 1,426.30

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 27,219百万円 28年３月期 28,006百万円

（２）個別業績予想
平成29年３月期の個別業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 14,000 6.1 300 10.0 400 4.2 200 △13.4 10.26

通 期 34,000 7.6 1,200 0.6 1,400 △2.7 900 △9.4 46.19

(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・所得環境の改善が続くなか、政府による各種政策の効

果もあって、緩やかな回復基調が続く一方、中国およびアジア新興国の経済減速や英国のＥＵ離脱問題など、先行

きが不透明な状況で推移しました。

　建設業界におきましては、公共投資が緩やかに減少するなか、民間設備投資は持ち直しの動きがみられました

が、労務単価や資材価格の高止まりにより、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11次中期経営計画の目標である「安定的成長を支える確固たる事業

基盤の構築」のため、営業基盤の拡充、海外マーケット領域の拡大や各種リスクへの管理体制強化を図り、安定的

な受注量と適正利益の確保および施工効率の向上に取り組んでおります。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高94億27百万円（前年同四半期比1.6％減）、売上高

108億32百万円（前年同四半期比17.0％増）となりました。

　利益面では前年同四半期と比べ売上総利益率が0.4ポイント減少したものの売上高の増加に伴い営業損失19百万

円（前年同四半期は営業損失１億27百万円）となり、為替差損１億80百万円などにより経常損失１億14百万円（前

年同四半期は経常利益49百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失90百万円（前年同四半期は親会社株

主に帰属する四半期純損失59百万円）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１四半期連結累計期間の売上高は69億20百万円（前年同四半期比26.7％増）となり、営業利益は２億37百万

円（前年同四半期は、営業利益１億25百万円）となりました。

（東南アジア）

当第１四半期連結累計期間の売上高は37億18百万円（前年同四半期比3.7％増）となり、営業利益は23百万円

（前年同四半期は、営業利益27百万円）となりました。

（その他アジア）

当第１四半期連結累計期間の売上高は１億94百万円（前年同四半期比6.3％減）となり、営業損失は55百万円

（前年同四半期は、営業損失37百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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27億39百万円減少し、424億８百万円と

なりました。主な要因は、現金預金23億７百万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18億60百万円減少し、135億18百万円となりました。主な要因は、支払手

形・工事未払金等15億96百万円の減少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８億79百万円減少し、288億90百万円となりました。主な要因は、自己

株式の取得１億36百万円や利益剰余金５億61百万円の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28年５月13日に公表いた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)

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。

これによる影響額は軽微であります。

（２）追加情報

「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：千円)

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

現金預金 10,128,256 7,820,991

受取手形・完成工事未収入金等 18,487,205 17,097,309

有価証券 200,420 200,260

未成工事支出金 233,944 290,193

繰延税金資産 258,078 340,544

その他 1,454,735 2,366,333

貸倒引当金 △1,831,339 △1,682,339

流動資産合計 28,931,300 26,433,293

固定資産

有形固定資産

土地 3,747,731 3,747,731

その他（純額） 2,437,709 2,404,411

有形固定資産合計 6,185,441 6,152,142

無形固定資産

のれん 940,111 902,507

その他 150,052 184,962

無形固定資産合計 1,090,163 1,087,469

投資その他の資産

投資有価証券 3,405,233 3,193,782

投資不動産（純額） 4,228,118 4,227,691

繰延税金資産 658,269 655,043

その他 775,152 781,925

貸倒引当金 △125,200 △122,830

投資その他の資産合計 8,941,573 8,735,613

固定資産合計 16,217,178 15,975,226

資産合計 45,148,479 42,408,520
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(単位：千円)

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・工事未払金等 10,460,897 8,864,621

短期借入金 1,186,797 1,153,775

未払法人税等 128,256 52,182

未成工事受入金 974,617 1,323,434

完成工事補償引当金 19,000 19,000

工事損失引当金 228,093 173,780

賞与引当金 228,426 2,620

その他 1,053,042 903,693

流動負債合計 14,279,132 12,493,108

固定負債

繰延税金負債 434,843 371,476

役員退職慰労引当金 2,096 1,884

執行役員退職慰労引当金 15,918 17,023

退職給付に係る負債 3,835 4,386

その他 642,615 630,156

固定負債合計 1,099,308 1,024,926

負債合計 15,378,440 13,518,035

純資産の部

株主資本

資本金 1,190,250 1,190,250

資本剰余金 2,007,002 2,007,002

利益剰余金 25,937,050 25,375,241

自己株式 △165,523 △301,972

株主資本合計 28,968,778 28,270,521

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 563,896 420,272

繰延ヘッジ損益 △9,149 △22,816

為替換算調整勘定 321,003 290,127

退職給付に係る調整累計額 △74,490 △67,618

その他の包括利益累計額合計 801,259 619,963

純資産合計 29,770,038 28,890,485

負債純資産合計 45,148,479 42,408,520
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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：千円)
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 9,255,230 10,832,485

売上原価 8,362,655 9,835,225

売上総利益 892,574 997,260

販売費及び一般管理費 1,020,069 1,016,322

営業損失（△） △127,495 △19,061

営業外収益

受取利息 4,001 4,053

受取配当金 30,743 30,066

受取地代家賃 87,139 80,903

為替差益 64,043 -

その他 57,876 39,388

営業外収益合計 243,804 154,412

営業外費用

支払利息 4,374 5,303

不動産賃貸費用 34,251 32,559

為替差損 - 180,192

その他 27,780 32,136

営業外費用合計 66,405 250,193

経常利益又は経常損失（△） 49,903 △114,842

特別利益

固定資産売却益 13,436 9

投資有価証券売却益 25 -

受取和解金 22,271 -

特別利益合計 35,732 9

特別損失

投資有価証券評価損 - 5,863

その他 38,670 139

特別損失合計 38,670 6,003

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前
四半期純損失（△）

46,966 △120,835

法人税等 106,469 △30,288

四半期純損失（△） △59,502 △90,547

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損失（△） △59,502 △90,547
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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：千円)
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（△） △59,502 △90,547

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 195,017 △143,624

繰延ヘッジ損益 56 △13,667

為替換算調整勘定 △77,720 △30,876

退職給付に係る調整額 9,750 6,871

その他の包括利益合計 127,103 △181,295

四半期包括利益 67,600 △271,843

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67,600 △271,843

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)

　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 5,462,501 3,585,687 207,041 9,255,230 ― 9,255,230

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 5,462,501 3,585,687 207,041 9,255,230 ― 9,255,230

セグメント利益又は
損失（△）

125,956 27,324 △37,362 115,918 △243,413 △127,495

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△243,413千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損失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)

　 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 6,920,385 3,718,034 194,065 10,832,485 ― 10,832,485

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,920,385 3,718,034 194,065 10,832,485 ― 10,832,485

セグメント利益又は
損失（△）

237,939 23,836 △55,258 206,517 △225,579 △19,061

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△225,579千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損失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、

　 インドネシア

（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)

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 6,881,858 71.8 5,475,097 58.1 △1,406,761 △20.4

電力工事 1,104,685 11.5 2,565,665 27.2 1,460,980 132.3

空調給排水工事 1,419,414 14.8 1,198,301 12.7 △221,113 △15.6

機器製作 177,016 1.9 188,382 2.0 11,366 6.4

合計 9,582,975 100.0 9,427,447 100.0 △155,527 △1.6

② 連結売上実績

(単位：千円、％)

区分

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)

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 6,123,156 66.2 6,839,298 63.1 716,141 11.7

電力工事 2,222,284 24.0 2,508,597 23.2 286,312 12.9

空調給排水工事 779,051 8.4 1,385,298 12.8 606,247 77.8

機器製作 130,737 1.4 99,291 0.9 △31,446 △24.1

合計 9,255,230 100.0 10,832,485 100.0 1,577,255 17.0
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