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1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年12月31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3四半期 85,722 3.5 4,511 4.8 5,150 △0.4 2,883 △0.2
28年3月期第3四半期 82,815 7.9 4,303 52.7 5,173 51.1 2,889 60.8

（注）包括利益 29年3月期第3四半期 4,091百万円 （△30.0％） 28年3月期第3四半期 5,847百万円 （9.8％）

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3四半期 46.91 ―
28年3月期第3四半期 47.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第3四半期 194,578 139,119 66.5
28年3月期 218,084 136,572 58.3
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 129,364百万円 28年3月期 127,247百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
29年3月期 ― ― ―
29年3月期（予想） 26.00 26.00

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 178,100 2.2 14,060 △2.0 14,820 △3.8 9,280 △1.8 150.96



(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、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

四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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、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条件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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3Q 65,337,219 株 28年3月期 65,337,219 株
② 期末自己株式数 29年3月期3Q 3,864,382 株 28年3月期 3,864,286 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Q 61,472,907 株 28年3月期3Q 61,473,113 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間の国内経済は、景気は改善の遅れも見られるものの、政府や日銀による経済・金融

政策の効果などを背景に、雇用・所得環境の改善が続くなど、緩やかな回復基調で推移しました。一方で、海外

経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響など依然として先行きが不透明な状況でありました。当建設業界に

おける受注環境は、公共投資は底堅い動きとなっているものの、民間設備投資は持ち直しの動きに足踏みがみら

れました。

　このような状況の中で、当社グループは営業体制の強化を図り、グループを挙げて新規工事の受注確保に努め

ました結果、当第３四半期連結累計期間の連結受注高は1,095億円（前年同四半期比107％）となり、連結売上高

は857億円（前年同四半期比104％）となりました。

　利益については、連結営業利益は45億11百万円（前年同四半期比105％）、連結経常利益は51億50百万円（前年

同四半期比100％）となりました。また親会社株主に帰属する連結純利益は28億83百万円（前年同四半期比100

％）となりました。

　なお、当社グループの業績の特性として、販売費及び一般管理費等の固定費は１年を通して恒常的に発生する

ものの、売上高は第４四半期に集中する季節的要因があります。

（２）連結財政状態に関する説明

(流動資産)

当第３四半期連結会計期間における流動資産の残高は、1,158億93百万円（前連結会計年度末は1,418億32百万

円）となり、259億38百万円減少しました。減少した主な要因は、未成工事支出金等（226億11百万円から474億30

百万円へ248億18百万円増）が増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金等（818億61百万円から355億19百万

円へ463億41百万円減）及び有価証券（156億99百万円から105億円へ51億99百万円減）が減少したことでありま

す。

　

(固定資産)

当第３四半期連結会計期間における固定資産の残高は、786億84百万円（前連結会計年度末は762億51百万円）

となり、24億33百万円増加しました。増加した主な要因は、投資有価証券（332億16百万円から345億39百万円へ

13億22百万円増）が増加したことであります。

　

(流動負債)

当第３四半期連結会計期間における流動負債の残高は、383億３百万円（前連結会計年度末は647億25百万円）

となり、264億22百万円減少しました。減少した主な要因は、支払手形・工事未払金等（452億49百万円から168億

25百万円へ284億24百万円減）が減少したことであります。

　

(固定負債)

当第３四半期連結会計期間における固定負債の残高は、171億55百万円（前連結会計年度末は167億86百万円）

となり、３億69百万円増加しました。

　

(純資産)

当第３四半期連結会計期間における純資産の残高は、1,391億19百万円（前連結会計年度末は1,365億72百万

円）となり、25億47百万円増加しました。増加した主な要因は、利益剰余金（1,032億42百万円から1,045億88百

万円へ13億45百万円増）及びその他有価証券評価差額金（104億52百万円から110億79百万円へ６億26百万円増）

が増加したことであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の連結業績予想につきましては、平成28年４月28日に公表しました通期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）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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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１四半期連結会計期間から適用し、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３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（３）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）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、平成28年６月24日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給が決議さ

れました。

これに伴い、第１四半期連結会計期間において、当社の「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給に

伴う未払額157百万円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて計上しております。

なお、一部の連結子会社については引き続き、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき計算をし

た当第３四半期連結累計期間末における支給基準の100％相当額を役員退職慰労引当金として計上しております。
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 15,565 17,713

受取手形・完成工事未収入金等 81,861 35,519

電子記録債権 － 1,403

有価証券 15,699 10,500

未成工事支出金等 22,611 47,430

繰延税金資産 2,568 1,191

その他 3,531 2,136

貸倒引当金 △5 △2

流動資産合計 141,832 115,893

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 17,732 17,746

土地 13,960 14,091

その他（純額） 4,774 5,852

有形固定資産合計 36,467 37,690

無形固定資産 4,528 4,242

投資その他の資産

投資有価証券 33,216 34,539

繰延税金資産 861 1,002

その他 1,203 1,234

貸倒引当金 △25 △24

投資その他の資産合計 35,256 36,752

固定資産合計 76,251 78,684

資産合計 218,084 194,578

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 45,249 16,825

電子記録債務 － 9,702

短期借入金 400 400

未払法人税等 4,389 401

未成工事受入金 3,206 5,434

完成工事補償引当金 37 38

工事損失引当金 699 946

賞与引当金 5,339 1,591

役員賞与引当金 74 15

その他 5,327 2,946

流動負債合計 64,725 38,303

固定負債

役員退職慰労引当金 221 100

退職給付に係る負債 13,096 13,491

その他 3,469 3,563

固定負債合計 16,786 17,155

負債合計 81,512 55,458
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,494 8,494

資本剰余金 7,792 7,792

利益剰余金 103,242 104,588

自己株式 △1,789 △1,790

株主資本合計 117,739 119,085

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,452 11,079

退職給付に係る調整累計額 △944 △799

その他の包括利益累計額合計 9,508 10,279

非支配株主持分 9,324 9,754

純資産合計 136,572 139,119

負債純資産合計 218,084 194,578
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

完成工事高 82,815 85,722

完成工事原価 70,038 72,200

完成工事総利益 12,776 13,521

販売費及び一般管理費 8,473 9,010

営業利益 4,303 4,511

営業外収益

受取利息 36 18

受取配当金 471 509

持分法による投資利益 81 -

その他 282 159

営業外収益合計 870 687

営業外費用

支払利息 0 0

持分法による投資損失 - 46

その他 0 1

営業外費用合計 0 48

経常利益 5,173 5,150

特別利益

固定資産売却益 11 33

投資有価証券売却益 1 -

特別利益合計 13 33

特別損失

投資有価証券評価損 - 13

減損損失 13 -

固定資産除売却損 25 103

特別損失合計 39 117

税金等調整前四半期純利益 5,147 5,066

法人税等 1,809 1,753

四半期純利益 3,337 3,313

非支配株主に帰属する四半期純利益 448 429

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,889 2,883
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 3,337 3,313

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,328 630

退職給付に係る調整額 170 144

持分法適用会社に対する持分相当額 12 2

その他の包括利益合計 2,510 778

四半期包括利益 5,847 4,091

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,363 3,654

非支配株主に係る四半期包括利益 484 436
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（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。

４．補足情報

（１）部門別受注・売上高（連結）

　 ①受注高 (単位 百万円）

区 分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）
比較増減

比較増減率
（％）

鉄道電気工事 53,113 54,330 1,216 2.3

一般電気工事 31,672 35,310 3,638 11.5

情報通信工事 17,091 18,857 1,766 10.3

そ の 他 824 1,060 236 28.6

合 計 102,702 109,559 6,857 6.7

　 ②売上高 (単位 百万円）

区 分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）
比較増減

比較増減率
（％）

鉄道電気工事 49,414 48,579 △835 △1.7

一般電気工事 22,268 26,659 4,390 19.7

情報通信工事 9,601 8,560 △1,041 △10.8

そ の 他 1,530 1,922 392 25.6

合 計 82,815 85,722 2,906 3.5

（注）１．「②売上高」の「その他」は、不動産業及びビル総合管理等の関連事業、ソフトウェアの開発及び電気設備

　 の設計等を表示しており、「①受注高」の「その他」には、不動産の賃貸・管理等は含まれておりません。

　 ２．記載金額は消費税等抜きで表示しております。
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