




（参考）四半期個別業績

（１）平成29年３月期第２四半期の個別業績（平成28年４月１日～平成28年９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２四半期 15,579 18.1 150 △45.0 82 △78.5 89 △61.1

28年３月期第２四半期 13,191 △1.9 272 △30.2 383 △42.6 231 △51.9

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

29年３月期第２四半期 4.62 ―

28年３月期第２四半期 11.43 ―
　

　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２四半期 35,340 27,376 77.5 1,419.70

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２四半期 27,376百万円 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、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 34,000 7.6 900 △24.6 1,100 △23.5 700 △29.5 36.03

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

※ 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２四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、公共投資が底堅く推移するなか、民間設備投資は持ち直しの動きに足踏みがみられ、

引き続き厳しい経営環境が続きました。

　このような状況のもと、当社グループは、第11次中期経営計画目標の「安定的成長（ＲＯＥの安定的向上）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２四半期連結累計期間の業績は、受注高199億46百万円（前年同四半期比27.4％減）、売上

高232億73百万円（前年同四半期比20.2％増）となりました。

　利益面では国内工事の労務単価が高止まりするなか、計画していた原価改善が未達になるとともに一部のエリア

において赤字工事が発生したことなどにより完成工事総利益率が前年同四半期比2.1ポイント悪化したことから営

業利益２億22百万円（前年同四半期は営業利益２億33百万円）となり、為替差損２億83百万円などにより経常利益

89百万円（前年同四半期は経常利益３億17百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益37百万円（前年同

四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益１億60百万円）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２四半期連結累計期間の売上高は149億２百万円（前年同四半期比23.2％増）となり、営業利益は６億18百

万円（前年同四半期は、営業利益７億12百万円）となりました。

（東南アジア）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は79億83百万円（前年同四半期比19.6％増）となり、営業利益は１億87百万

円（前年同四半期は、営業利益75百万円）となりました。

（その他アジア）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は４億22百万円（前年同四半期比29.1％減）となり、営業損失は１億12百万

円（前年同四半期は、営業損失77百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（資産、負債および純資産の状況）

当第２四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23億70百万円減少し、427億78百万円と

なりました。主な要因は、現金預金25億26百万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14億70百万円減少し、139億７百万円となりました。主な要因は、支払手

形・工事未払金等11億79百万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８億99百万円減少し、288億70百万円となりました。主な要因は、自己

株式の取得２億13百万円や利益剰余金４億33百万円の減少などによるものです。
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　（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、25億26百万円減少し、76億１百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりでありま

す。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、12億59百万円の支出（前年同四半期は、６億73百万円の収入）となりま

した。主な要因は、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益が70百万円となった他、売上債権の減

少９億73百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少８億78百万円や各引当金の増減額５億43百万円

などにより資金が減少したことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、１億17百万円の支出（前年同四半期は、８億７百万円の収入）となりま

した。主な要因は、有形固定資産の取得による支出１億11百万円や無形固定資産の取得による支出１億円などによ

り資金が減少したことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、８億11百万円の支出（前年同四半期は、４億12百万円の支出）となりま

した。主な要因は、短期借入金の返済による支出１億３百万円や自己株式の取得による支出２億13百万円、配当金

の支払額４億71百万円などにより資金が減少したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあり、国内景気は緩

やかな回復基調の維持に期待が持たれます。しかしながら、中国およびアジア新興国の景気の下振れが、わが国の

景気を下押しするリスクとなっています。

　建設業界におきましては、公共投資は関連予算の早期執行や補正予算による押上げ効果が期待され、民間設備投

資は企業収益の改善等を背景に増加基調が続くものと予測されます。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては、中国およびアジア新興国の景気の下振れリスク、円高基

調による為替の影響および当第２四半期累計期間の業績を踏まえ、平成28年８月５日に公表いたしました業績予想

を次のとおり修正しております。

　売上高480億円、営業利益11億円、経常利益13億円、親会社株主に帰属する当期純利益８億円を見込んでおりま

す。

　詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 10,128,256 7,601,964

受取手形・完成工事未収入金等 18,487,205 17,145,146

有価証券 200,420 200,080

未成工事支出金 233,944 484,631

繰延税金資産 258,078 323,379

その他 1,454,735 2,421,878

貸倒引当金 △1,831,339 △1,631,339

流動資産合計 28,931,300 26,545,740

固定資産

有形固定資産

土地 3,747,731 3,757,621

その他（純額） 2,437,709 2,361,827

有形固定資産合計 6,185,441 6,119,448

無形固定資産

のれん 940,111 864,902

その他 150,052 256,108

無形固定資産合計 1,090,163 1,121,011

投資その他の資産

投資有価証券 3,405,233 3,345,028

投資不動産（純額） 4,228,118 4,322,459

繰延税金資産 658,269 651,014

その他 775,152 782,417

貸倒引当金 △125,200 △108,760

投資その他の資産合計 8,941,573 8,992,159

固定資産合計 16,217,178 16,232,619

資産合計 45,148,479 42,778,359
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,460,897 9,281,637

短期借入金 1,186,797 1,041,415

未払法人税等 128,256 88,910

未成工事受入金 974,617 1,369,061

完成工事補償引当金 19,000 19,000

工事損失引当金 228,093 115,166

賞与引当金 228,426 10,350

その他 1,053,042 867,366

流動負債合計 14,279,132 12,792,908

固定負債

繰延税金負債 434,843 422,893

役員退職慰労引当金 2,096 2,688

執行役員退職慰労引当金 15,918 19,108

退職給付に係る負債 3,835 4,877

その他 642,615 665,228

固定負債合計 1,099,308 1,114,796

負債合計 15,378,440 13,907,704

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 25,503,663

自己株式 △165,523 △379,090

株主資本合計 28,968,778 28,321,824

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 563,896 539,625

繰延ヘッジ損益 △9,149 △17,817

為替換算調整勘定 321,003 87,769

退職給付に係る調整累計額 △74,490 △60,746

その他の包括利益累計額合計 801,259 548,830

純資産合計 29,770,038 28,870,654

負債純資産合計 45,148,479 42,778,359
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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：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 19,364,179 23,273,329

売上原価 17,093,379 21,043,331

売上総利益 2,270,800 2,229,997

販売費及び一般管理費 2,037,393 2,007,808

営業利益 233,406 222,189

営業外収益

受取利息 8,042 10,382

受取配当金 36,617 38,600

受取地代家賃 171,697 167,404

その他 79,611 72,141

営業外収益合計 295,968 288,528

営業外費用

支払利息 9,232 10,035

不動産賃貸費用 66,089 75,978

為替差損 88,475 283,719

その他 48,111 51,531

営業外費用合計 211,909 421,264

経常利益 317,466 89,453

特別利益

投資有価証券売却益 25 32,771

受取和解金 22,271 -

その他 17,804 9

特別利益合計 40,101 32,781

特別損失

固定資産除却損 39,276 46,347

その他 270 4,930

特別損失合計 39,547 51,277

税金等調整前四半期純利益 318,021 70,957

法人税等 157,814 33,083

四半期純利益 160,207 37,873

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 160,207 37,873
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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：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 160,207 37,873

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △95,269 △24,271

繰延ヘッジ損益 - △8,667

為替換算調整勘定 △50,780 △233,234

退職給付に係る調整額 19,500 13,743

その他の包括利益合計 △126,549 △252,429

四半期包括利益 33,657 △214,555

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 33,657 △214,555

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 318,021 70,957

減価償却費 184,691 200,906

のれん償却額 75,208 75,208

貸倒引当金の増減額（△は減少） △52,740 △216,440

工事損失引当金の増減額（△は減少） △19,612 △112,927

賞与引当金の増減額（△は減少） △211,620 △218,076

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △287,538 592

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減
少）

△4,345 3,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △308 1,042

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △32,998 △8,316

受取利息及び受取配当金 △44,659 △48,982

支払利息 9,232 10,035

為替差損益（△は益） 46,871 95,180

投資有価証券売却損益（△は益） △25 △32,771

有形固定資産売却損益（△は益） △17,161 △9

有形固定資産除却損 39,276 46,347

売上債権の増減額（△は増加） △389,526 973,395

未成工事支出金の増減額（△は増加） 417,708 △254,452

仕入債務の増減額（△は減少） △598,495 △878,530

未成工事受入金の増減額（△は減少） 90,088 447,033

その他の資産の増減額（△は増加） 1,075,476 △1,035,884

その他の負債の増減額（△は減少） 479,699 △287,821

小計 1,077,243 △1,170,321

利息及び配当金の受取額 44,659 48,982

利息の支払額 △9,232 △10,035

法人税等の支払額 △438,698 △127,892

営業活動によるキャッシュ・フロー 673,971 △1,259,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 999,053 -

有形固定資産の取得による支出 △324,080 △111,042

有形固定資産の売却による収入 33,941 10

無形固定資産の取得による支出 △4,208 △100,058

投資有価証券の取得による支出 △2,497 △1,906

投資有価証券の売却による収入 545 59,873

投資不動産の取得による支出 - △14,366

貸付金の回収による収入 1,520 1,451

貸付けによる支出 - △2,290

保険積立金の払戻による収入 103,098 -

その他の収入 - 50,366

投資活動によるキャッシュ・フロー 807,372 △117,961
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(単位：千円)
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 142,228 △103,482

リース債務の返済による支出 △28,208 △23,280

社債の償還による支出 △20,000 -

自己株式の取得による支出 △99,118 △213,566

配当金の支払額 △407,200 △471,133

財務活動によるキャッシュ・フロー △412,300 △811,463

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,158 △337,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,001,884 △2,526,291

現金及び現金同等物の期首残高 10,472,805 10,128,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,474,689 7,601,964
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（４）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)

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 12,096,525 6,672,313 595,340 19,364,179 ― 19,364,179

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 1,130 ― 1,130 △1,130 ―

計 12,096,525 6,673,444 595,340 19,365,310 △1,130 19,364,179

セグメント利益又は
損失(△)

712,268 75,670 △77,077 710,862 △477,455 233,406

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△477,455千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

　

　 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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 14,902,807 7,948,133 422,388 23,273,329 ― 23,273,329

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 35,195 ― 35,195 △35,195 ―

計 14,902,807 7,983,328 422,388 23,308,525 △35,195 23,273,329

セグメント利益又は
損失(△)

618,723 187,938 △112,262 694,400 △472,210 222,189

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△472,210千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、

　 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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９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 17,973,893 65.5 12,399,477 62.2 △5,574,416 △31.0

電力工事 7,202,072 26.2 4,080,288 20.4 △3,121,784 △43.3

空調給排水工事 1,994,255 7.3 3,163,653 15.9 1,169,398 58.6

機器製作 285,988 1.0 303,007 1.5 17,018 6.0

合計 27,456,210 100.0 19,946,425 100.0 △7,509,784 △27.4

② 連結売上実績

(単位：千円、％)

区分

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９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 13,001,456 67.1 14,568,488 62.6 1,567,032 12.1

電力工事 4,066,559 21.0 5,362,104 23.0 1,295,545 31.9

空調給排水工事 2,008,678 10.4 3,064,160 13.2 1,055,482 52.5

機器製作 287,485 1.5 278,576 1.2 △8,909 △3.1

合計 19,364,179 100.0 23,273,329 100.0 3,909,149 20.2
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