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(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期第３四半期の連結業績（平成28年１月１日～平成28年９月30日）

（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12月期第３四半期 23,765 △1.6 664 14.7 812 19.1 485 39.5

27年12月期第３四半期 24,162 4.5 578 △19.7 681 △14.9 347 △15.7

(注) 包括利益 28年12月期第３四半期 329百万円( △26.4％) 27年12月期第３四半期 448百万円( 54.8％)
　

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

28年12月期第３四半期 80.24 －

27年12月期第３四半期 57.55 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年12月期第３四半期 19,108 5,889 30.8

27年12月期 19,411 5,740 29.6

(参考) 自己資本 28年12月期第３四半期 5,889百万円 27年12月期 5,740百万円
　　　

２．配当の状況

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12月期 － 15.00 － 15.00 30.00

28年12月期 － 15.00 －

28年12月期(予想) 15.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成28年12月期の連結業績予想（平成28年１月１日～平成28年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 33,430 3.3 1,000 5.7 1,130 4.4 720 116.3 119.10
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

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
　

(注) 詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (２) 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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年12月期３Ｑ 6,204,400株 27年12月期 6,204,400株

② 期末自己株式数 28年12月期３Ｑ 157,200株 27年12月期 162,700株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年12月期３Ｑ 6,044,891株 27年12月期３Ｑ 6,041,700株

　
(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数(四半期累計)の計算において控除する自己株式数には、BBT信託及びJ-ESOP信

託が保有する当社株式数が含まれております。
　

※ 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ます。なお、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きは実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)

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。業績予想の前提となる仮定及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「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」を
ご覧ください。
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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、政府による経済政策及び日本銀行による追加的な金融緩和策

等が実施されるものの、平成28年４月に発生した熊本地震の影響などもあり、企業収益や個人消費に足踏みの状態

が見られました。一方、海外においては、新興国や資源国の景気減速等の不安要素もあることから、先行き不透明

な状況となっております。

このような状況のもと、平成17年の設立から10年を迎えた事を機に、経営理念を一新するとともに、コーポレー

トスローガン「PROTECT×CHANGE」を制定いたしました。また、平成28年度から平成30年度の中期経営計画

「V-PLAN60」を策定し、当連結会計年度を「HOP - STEP - JUMP」のHOPの年として、更なる企業価値向上に向けた取

り組みを開始いたしました。

全般的には将来の収益及び利益確保に重点を置き、環境機器関連事業セグメントにおいては、ストックビジネス

としてのメンテナンス事業及び上水事業におけるエスコ収入、海外における営業強化、また、住宅機器関連事業セ

グメントにおいては、基本に忠実な営業スタイルを徹底するとともに新規顧客の開拓に努めております。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は237億65百万円(前年同期比98.4％)、営業利益は６億64百

万円(前年同期比114.7％)、経常利益は８億12百万円(前年同期比119.1％)、親会社株主に帰属する四半期純利益は

４億85百万円(前年同期比139.5％)という結果でありました。

セグメント毎の業績は次のとおりであります。

(環境機器関連事業)

浄化槽排水処理システムは前年同期と比べ増加いたしました。内、海外売上高については全般的に前年同期と

比べ大幅に増加するとともに、ストックビジネスとしてのメンテナンス事業についても前年同期と比べ増加いた

しました。

上水事業についてはストックビジネスとしてのエスコ収入で一部の既存顧客への上水供給量が減少するなど売

上増加が一時的に鈍化いたしました。また、同プラント販売がなかった事もあり上水事業全体では前年同期と比

べ大幅に減少いたしました。

これにより、売上高は118億６百万円(前年同期比105.0％)、セグメント利益(営業利益)は８億69百万円(前年同

期比116.0％)となりました。

　

(住宅機器関連事業)

当事業セグメントでは、前年異例の多さだった次の事項等が前年同期と比べ減少いたしました。

　・建設関連業者売上でのLED照明販売

　・ホームセンターリテール商材でのトイレ関連商品販売

　・住機部門工事での省エネ農業温室工事

これにより、売上高は113億94百万円(前年同期比91.6％)、セグメント利益(営業利益)は３億30百万円(前年同

期比79.1％)となりました。

　

(その他)

クリクラ事業については前年同期と比べやや増加いたしました。BDF関連事業についてはBDFプラントの販売に

より前年同期と比べ大幅に増加いたしました。

小形風力発電機関連事業については発売第一号となる発電機及び研究開発受託に係る売上高を計上する事がで

きました。

これにより、売上高は５億64百万円(前年同期比118.3％)、セグメント利益(営業利益)は30百万円(前年同期は

セグメント損失(営業損失)69百万円)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産については、流動資産が135億54百万円(前年度比99.3％)、固定資産

が55億54百万円(前年度比96.5％)となり、資産合計は191億８百万円(前年度比98.4％)でありました。主な内訳

は、現金及び預金40億90百万円、受取手形及び売掛金49億10百万円、完成工事未収入金16億93百万円、土地15億

34百万円であります。

負債については、流動負債が116億26百万円(前年度比100.2％)、固定負債が15億92百万円(前年度比76.9％)と

なり、負債合計は132億19百万円(前年度比96.7％)でありました。主な内訳は、支払手形及び買掛金17億74百万

円、工事未払金14億36百万円、未成工事受入金12億52百万円、短期借入金52億６百万円、長期借入金11億44百万

円であります。

純資産合計は58億89百万円(前年度比102.6％)であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年２月12日に公表いたしました平成28年12月期の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）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等の適用

１．会計基準等の名称及び会計方針の変更の内容

「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。

２．経過措置に従った会計処理の概要等

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。

３．会計方針の変更による影響額

当該改正後の会計基準等の適用による影響は軽微であります。

減価償却方法の変更

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２四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、この変更による当第３四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への

影響は軽微であります。

（３）追加情報

平成28年３月31日に「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)及び「所得税法等の一部を

改正する法律」(平成28年法律第15号)が公布され、平成28年４月１日以後開始する連結会計年度より、法人税率等

が変更されることとなりました。

これに伴い、平成28年１月１日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年１月１日から平成30年12月31日までは32.06%か

ら30.69%へ、平成31年１月１日以降は32.06%から30.45%へ変更されます。

なお、この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
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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12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,366,534 4,090,170

受取手形及び売掛金 5,229,938 4,910,631

完成工事未収入金 1,543,670 1,693,439

商品及び製品 273,814 301,373

仕掛品 6,424 11,557

未成工事支出金 1,443,366 1,720,604

原材料及び貯蔵品 184,135 251,011

その他 1,628,806 600,412

貸倒引当金 △20,394 △24,315

流動資産合計 13,656,295 13,554,885

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,648,187 1,639,801

減価償却累計額 △375,578 △424,678

建物及び構築物（純額） 1,272,608 1,215,123

機械装置及び運搬具 1,664,512 1,825,575

減価償却累計額 △572,867 △707,315

機械装置及び運搬具（純額） 1,091,645 1,118,259

土地 1,626,112 1,534,655

建設仮勘定 83,844 123,468

その他 659,585 594,806

減価償却累計額 △402,602 △391,219

その他（純額） 256,982 203,586

有形固定資産合計 4,331,194 4,195,092

無形固定資産

のれん 61,774 44,071

その他 54,529 48,296

無形固定資産合計 116,304 92,367

投資その他の資産

投資有価証券 980,259 957,378

その他 496,549 490,035

貸倒引当金 △169,239 △180,841

投資その他の資産合計 1,307,569 1,266,572

固定資産合計 5,755,068 5,554,032

資産合計 19,411,364 19,108,918
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,135,799 1,774,268

工事未払金 1,111,981 1,436,817

短期借入金 5,000,000 5,206,168

1年内返済予定の長期借入金 559,848 507,698

未払法人税等 197,136 132,854

未成工事受入金 747,858 1,252,506

賞与引当金 237,098 306,996

引当金 119,383 132,056

その他 1,489,814 877,369

流動負債合計 11,598,918 11,626,735

固定負債

長期借入金 1,544,185 1,144,364

引当金 98,073 108,141

資産除去債務 102,241 110,229

その他 327,224 229,584

固定負債合計 2,071,724 1,592,319

負債合計 13,670,642 13,219,055

純資産の部

株主資本

資本金 1,983,290 1,983,290

資本剰余金 1,766,394 1,766,394

利益剰余金 1,823,994 2,122,904

自己株式 △159,471 △154,080

株主資本合計 5,414,207 5,718,508

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 370,087 293,425

為替換算調整勘定 △43,573 △122,071

その他の包括利益累計額合計 326,514 171,354

純資産合計 5,740,721 5,889,862

負債純資産合計 19,411,364 19,108,918
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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27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 24,162,700 23,765,612

売上原価 19,754,999 19,213,884

売上総利益 4,407,701 4,551,728

販売費及び一般管理費 3,828,927 3,887,689

営業利益 578,773 664,038

営業外収益

受取利息 4,033 1,250

受取配当金 6,324 7,614

仕入割引 120,985 114,790

保険解約返戻金 － 38,255

その他 36,371 43,810

営業外収益合計 167,715 205,720

営業外費用

支払利息 42,110 36,384

貸倒引当金繰入額 △637 △612

支払手数料 19,270 19,480

その他 4,039 2,351

営業外費用合計 64,783 57,604

経常利益 681,705 812,154

特別利益

固定資産売却益 418 30,234

投資有価証券売却益 31,185 7,884

関係会社株式売却益 823 －

特別利益合計 32,428 38,119

特別損失

固定資産売却損 1,105 1,087

固定資産除却損 14,392 13,203

投資有価証券売却損 2,348 －

特別損失合計 17,846 14,291

税金等調整前四半期純利益 696,287 835,982

法人税、住民税及び事業税 279,754 341,268

法人税等調整額 69,018 9,671

法人税等合計 348,772 350,939

四半期純利益 347,515 485,042

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △171 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 347,686 485,042
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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27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 347,515 485,042

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 93,046 △76,661

為替換算調整勘定 7,464 △78,497

その他の包括利益合計 100,511 △155,159

四半期包括利益 448,026 329,882

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 448,197 329,882

非支配株主に係る四半期包括利益 △171 －
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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）

前第３四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27年９月30日)

１．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
その他
（注）

合計

環境機器関連 住宅機器関連 計

売上高

外部顧客への売上高 11,243,667 12,441,702 23,685,370 477,330 24,162,700

セグメント間の内部売上高
又は振替高

9,847 346 10,194 311 10,505

計 11,253,515 12,442,049 23,695,564 477,641 24,173,206

セグメント利益又は損失(△) 749,578 418,138 1,167,717 △69,277 1,098,440

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、BDF関連事業、クリクラ事業、ペット

関連事業及び小形風力発電機関連事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,167,717

「その他」の区分の損失(△) △69,277

セグメント間取引消去 99,089

全社費用(注) △618,756

四半期連結損益計算書の営業利益 578,773

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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当第３四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日)

１．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
その他
（注）

合計

環境機器関連 住宅機器関連 計

売上高

外部顧客への売上高 11,806,984 11,394,167 23,201,152 564,459 23,765,612

セグメント間の内部売上高
又は振替高

6,833 899 7,732 218 7,950

計 11,813,818 11,395,067 23,208,885 564,677 23,773,563

セグメント利益 869,843 330,751 1,200,594 30,367 1,230,961

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、BDF関連事業、クリクラ事業及び小形

風力発電機関連事業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,200,594

「その他」の区分の利益 30,367

セグメント間取引消去 104,964

全社費用(注) △671,887

四半期連結損益計算書の営業利益 664,038

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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