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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我が国経済は、経済政策や金融政策を背景とした企業収益や雇用環境の改善

など緩やかな回復基調が続きましたが、新興国の成長鈍化や英国ＥＵ離脱による影響懸念など先行き不透明感が高

まりました。一方、建設業界におきましては、公共工事は弱い動きが見受けられましたが、民間工事は底堅く推移

いたしました。 

このような状況のなか当社グループは、建設需要の影響を最小限にする安定した経営基盤の確立を目指した新中

期経営計画（平成28年度～平成30年度）の実現に向けて、収益力・競争力強化のための戦略的な投資やグループシ

ナジー効果の最大化を基本方針として掲げ、積極的に事業を展開してまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は15,890百万円（前年同期比159.3％、5,915百万円増）、営業

利益は1,166百万円（前年同期比255.9％、710百万円増）、経常利益は1,192百万円（前年同期比242.5％、700百万

円増）及び親会社株主に帰属する四半期純利益は785百万円（前年同期比239.9％、457百万円増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（システム建築事業） 

システム建築事業につきましては、当第１四半期連結会計期間より株式会社システムハウスアールアンドシー

（旧コマツハウス株式会社）を連結範囲に含めたことに伴い、売上高は販売事業5,412百万円（前年同期比

148.7％、1,773百万円増）、レンタル事業2,790百万円（前年同期比201.6％、1,406百万円増）と共に大幅に増加

しました。これらの結果、同事業全体の売上高は8,202百万円（前年同期比163.3％、3,179百万円増）となりまし

た。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、熊本地震における応急仮設住宅建設に伴う売上高は含まれておりま

せん。引き続き、被災された地域の復旧・復興に向けて尽力してまいります。 

（総合建設事業） 

総合建設事業につきましては、鉄道・土木工事、マンション等の建築工事及びリニューアル工事が総じて堅調に

推移した結果、売上高は2,963百万円（前年同期比120.1％、495百万円増）となりました。 

（立体駐車場事業） 

立体駐車場事業につきましては、販売事業は工事完成時期の関係もあり売上高は575百万円（前年同期比

54.0％、491百万円減）に留まりましたが、概ね計画通りに進捗しております。一方、メンテナンス事業はリニュ

ーアル工事が堅調に推移し売上高は488百万円（前年同期比119.1％、78百万円増）となりました。また、駐車場運

営・管理事業は当第１四半期連結累計期間において駐車場２件４台純減、駐輪場２件445台純増し、６月末におい

て駐車場308件3,009台、駐輪場54件8,093台となり、売上高は471百万円（前年同期比130.7％、110百万円増）とな

りました。これらの結果、同事業全体の売上高は1,535百万円（前年同期比83.6％、302百万円減）となりました。 

（開発事業） 

開発事業につきましては、大手コンビニエンスストア及び作業員向け宿舎等の開発により売上高を積み上げまし

た。また、資金の効率化を勘案し東京都渋谷区の開発用地を譲渡した結果、売上高は2,921百万円（前年同期比

617.3％、2,447百万円増）となりました。 

（ファシリティマネジメント事業） 

ファシリティマネジメント事業につきましては、大手外食チェーン店やドラッグストア等の流通店舗を中心に積

極的に事業展開を図った結果、売上高は267百万円（前年同期比155.0％、94百万円増）となりました。 

なお、同事業の更なる拡大及びグループシナジー効果の最大化を図るため、本年７月に大規模コールセンターを

設置しております。 
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、主に当第１四半期連結会計期間より株式会社システムハウス

アールアンドシーを連結範囲に含めたことに伴い、前連結会計年度末と比べ13,692百万円増加し、66,382百万円と

なりました。 

負債合計は、主に長期借入金の増加により、前連結会計年度末と比べ12,753百万円増加し、44,719百万円となり

ました。 

株主資本は剰余金の配当もあり、前連結会計年度末と比べ僅かながら減少しましたが、非支配株主持分を含めた

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ938百万円増加し、21,663百万円となりました。 

これらの結果、自己資本比率は31.0％（前連結会計年度末は39.2％）となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、概ね計画通りに進捗しており、平成28年５月10日公表の第２四半期連結累計期間

及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

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

当第１四半期連結会計期間において、株式会社システムハウスアールアンドシー（旧コマツハウス株式会社）の

株式を取得し子会社化したため、連結の範囲に含めております。なお、株式会社システムハウスアールアンドシー

は当社の特定子会社に該当しております。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（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。

この変更により、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

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：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 5,724,374 9,273,498 

受取手形・完成工事未収入金 14,585,595 15,219,205 

リース未収入金 3,069,790 3,819,000 

販売用不動産 1,776,719 156,661 

仕掛販売用不動産 500,673 337,056 

未成工事支出金 283,379 3,121,004 

リース支出金 1,896,478 1,632,340 

商品及び製品 202,137 366,234 

仕掛品 28,025 60,513 

原材料及び貯蔵品 321,421 432,011 

その他 895,106 1,275,048 

貸倒引当金 △76,484 △90,524 

流動資産合計 29,207,218 35,602,051 

固定資産    

有形固定資産    

リース用建物（純額） 2,260,258 5,157,271 

建物・構築物（純額） 2,486,263 4,053,521 

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 434,931 939,821 

土地 10,276,314 12,079,113 

建設仮勘定 439,703 191,046 

有形固定資産合計 15,897,472 22,420,775 

無形固定資産    

その他 682,046 921,482 

無形固定資産合計 682,046 921,482 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,415,326 5,702,695 

破産更生債権等 264,098 264,058 

その他 1,493,662 1,749,269 

貸倒引当金 △269,272 △277,681 

投資その他の資産合計 6,903,814 7,438,341 

固定資産合計 23,483,333 30,780,598 

資産合計 52,690,551 66,382,650 
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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 12,182,136 14,353,479 

短期借入金 6,030,000 3,480,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,354,774 2,161,458 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

未払法人税等 1,087,248 425,725 

未成工事受入金 783,640 2,072,443 

リース前受収益 2,047,028 2,921,645 

工事損失引当金 16,191 - 

完成工事補償引当金 799,086 862,889 

役員賞与引当金 40,292 - 

賞与引当金 451,459 281,225 

株主優待引当金 28,000 28,000 

その他 918,107 2,169,422 

流動負債合計 25,837,964 28,856,289 

固定負債    

社債 650,000 600,000 

長期借入金 3,717,930 12,381,730 

役員退職慰労引当金 - 48,477 

退職給付に係る負債 1,210,572 1,909,218 

資産除去債務 59,164 149,350 

その他 490,583 774,464 

固定負債合計 6,128,250 15,863,240 

負債合計 31,966,215 44,719,529 

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,002,078 7,002,078 

資本剰余金 2,836,135 2,866,035 

利益剰余金 9,938,656 9,607,030 

自己株式 △135,496 △108,724 

株主資本合計 19,641,374 19,366,418 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,121,455 1,316,085 

退職給付に係る調整累計額 △140,535 △129,525 

為替換算調整勘定 6,492 11,224 

その他の包括利益累計額合計 987,412 1,197,785 

新株予約権 95,549 107,906 

非支配株主持分 - 991,010 

純資産合計 20,724,336 21,663,120 

負債純資産合計 52,690,551 66,382,650 
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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    

完成工事高 8,117,392 10,178,827 

リース収益 1,384,448 2,790,711 

開発事業売上高 473,194 2,921,071 

売上高合計 9,975,035 15,890,610 

売上原価    

完成工事原価 7,001,208 8,775,722 

リース原価 923,881 2,117,087 

開発事業売上原価 410,981 2,017,169 

売上原価合計 8,336,071 12,909,979 

売上総利益    

完成工事総利益 1,116,183 1,403,104 

リース総利益 460,567 673,624 

開発事業総利益 62,213 903,902 

売上総利益合計 1,638,963 2,980,631 

販売費及び一般管理費 1,183,206 1,814,176 

営業利益 455,757 1,166,454 

営業外収益    

受取利息 450 2,238 

受取配当金 15,753 16,540 

賃貸不動産収入 10,467 10,137 

仕入割引 13,254 11,776 

その他 19,964 33,026 

営業外収益合計 59,889 73,718 

営業外費用    

支払利息 15,474 24,006 

賃貸不動産原価 3,825 3,341 

その他 4,524 20,229 

営業外費用合計 23,823 47,577 

経常利益 491,822 1,192,595 

特別利益    

固定資産売却益 10,000 501 

特別利益合計 10,000 501 

特別損失    

固定資産除却損 3,456 3,530 

その他 470 - 

特別損失合計 3,926 3,530 

税金等調整前四半期純利益 497,896 1,189,567 

法人税等合計 175,125 404,258 

四半期純利益 322,770 785,309 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
△4,530 11 

親会社株主に帰属する四半期純利益 327,301 785,297 
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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) 

四半期純利益 322,770 785,309 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 356,892 194,630 

退職給付に係る調整額 9,323 12,008 

為替換算調整勘定 △823 4,731 

その他の包括利益合計 365,391 211,370 

四半期包括利益 688,162 996,680 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 692,620 995,669 

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,458 1,010 
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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。 
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