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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6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 ％

30年3月期第1四半期 17,576 18.5 △182 ― △88 ― △148 ―

29年3月期第1四半期 14,830 10.9 △261 ― △160 ― △134 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　257百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△280百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 △10.91 ―

29年3月期第1四半期 △10.04 ―

(2) 連結財政状態

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

30年3月期第1四半期 64,099 22,568 34.4 1,622.53

29年3月期 68,893 22,391 32.2 1,630.63

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 22,040百万円 29年3月期 22,150百万円

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

29年3月期 ― 14.00 ― 28.00 42.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 15.00 ― 30.00 45.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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
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 93,000 8.1 4,200 10.8 4,400 6.9 3,000 8.1 220.84

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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

(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） 30年3月期1Q 13,988,000 株 29年3月期 13,988,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 403,739 株 29年3月期 403,739 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 13,584,261 株 29年3月期1Q 13,431,704 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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」をご覧下さい。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が引き続き高水準で推移し、また雇用・所得環境が改善

し個人消費及び民間投資・公共投資が底堅く推移したものの、世界経済における米国の保護主義政策、中東情勢の不安

定化など海外経済の不確実性は高まっており、景気の先行きは不透明な状況となっております。。

建設業界におきましては、民間設備投資は底堅く推移しておりますが、国内での建築着工の遅れ等の影響により、受

注環境は厳しい状況で推移しております。

このような状況の下で、当第１四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は以下のとおりとなりました。

売上高は17,576百万円(前年同期比18.5％増)となりました。一方、利益面につきましては、営業損失が182百万円(前

年同期損失額261百万円)となり、経常損失は88百万円(前年同期損失額160百万円)となりました。また、親会社株主に帰

属する四半期純損失は148百万円(前年同期損失額134百万円)となりました。

なお、当社グループは売上高が第４四半期に集中する傾向があり、業績には季節的変動があります。

商品販売事業におきましては、空調機器、制御機器、省エネ機器を中心とした設備機器の仕入・販売並びにこれらに

関連する据付工事及びアフターサービス等を行っております。売上高は13,408百万円(前年同期比22.7％増)、売上総利

益は2,254百万円(前年同期比6.5％増)となりました。

工事事業におきましては、計装工事のほか各種工事の設計・施工及び保守を行っております。売上高は4,154百万円

(前年同期比6.6％増)、売上総利益は1,198百万円(前年同期比18.4％増)となりました。

太陽光発電事業におきましては、保有する太陽光発電施設を利用して電力会社への売電を行っております。売上高は

13百万円、売上総利益は3百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産の状況）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて4,793百万円減少し64,099百万円となりまし

た。これは受取手形及び売掛金の回収により得た現金を支払手形及び買掛金の支払に充当するなどしたため、流動資産

が5,548百万円減少したことが主な要因です。

（負債の状況）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて4,970百万円減少し41,531百万円となりまし

た。これは支払手形及び買掛金や電子記録債務の純減額3,330百万円に加え、法人税等の納付による未払法人税等の減少

718百万円及び賞与の支給に伴う賞与引当金の減少1,106百万円が主な要因です。

（純資産の状況）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて176百万円増加し22,568百万円となりまし

た。これは、配当金の支払及び四半期純損失の計上により利益剰余金が528百万円減少した一方で、非支配株主の連結子

会社に対する出資により非支配株主持分が286百万円増加したことに加え、保有有価証券の時価上昇によりその他有価証

券評価差額金が393百万円増加したことが主な要因です。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は34.4％となり前連結会計年度末に比べ2.2％上昇しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月15日に公表いたしました通期連結業績予想に変更はあ

りません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,683 5,671

受取手形及び売掛金 25,500 19,896

電子記録債権 5,062 7,653

たな卸資産 1,638 2,554

繰延税金資産 708 710

未収入金 3,932 2,577

その他 383 300

貸倒引当金 △2 △8

流動資産合計 44,905 39,356

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,429 6,559

土地 5,527 5,527

建設仮勘定 715 768

その他 1,123 1,144

減価償却累計額 △2,467 △2,507

有形固定資産合計 11,328 11,492

無形固定資産 2,251 2,249

投資その他の資産

投資有価証券 7,502 8,022

繰延税金資産 150 160

その他 3,031 3,099

貸倒引当金 △277 △282

投資その他の資産合計 10,406 11,000

固定資産合計 23,987 24,742

資産合計 68,893 64,099
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,929 10,078

電子記録債務 3,332 3,852

短期借入金 10,889 11,468

1年内償還予定の社債 182 102

未払法人税等 727 8

未成工事受入金 340 584

賞与引当金 1,629 523

役員賞与引当金 24 -

その他 1,878 1,989

流動負債合計 32,933 28,607

固定負債

社債 161 155

長期借入金 9,575 8,778

繰延税金負債 611 801

役員退職慰労引当金 671 682

退職給付に係る負債 2,053 1,999

その他 495 506

固定負債合計 13,568 12,923

負債合計 46,501 41,531

純資産の部

株主資本

資本金 1,857 1,857

資本剰余金 1,945 1,955

利益剰余金 16,027 15,498

自己株式 △159 △159

株主資本合計 19,669 19,151

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,648 3,041

退職給付に係る調整累計額 △167 △152

その他の包括利益累計額合計 2,481 2,889

非支配株主持分 240 527

純資産合計 22,391 22,568

負債純資産合計 68,893 64,099
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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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 14,830 17,576

売上原価 11,720 14,125

売上総利益 3,109 3,450

販売費及び一般管理費 3,370 3,633

営業損失（△） △261 △182

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 42 51

仕入割引 103 85

雑収入 23 29

営業外収益合計 170 166

営業外費用

支払利息 43 38

手形売却損 2 2

貸倒引当金繰入額 - 6

支払保証料 18 17

雑損失 5 7

営業外費用合計 70 72

経常損失（△） △160 △88

特別損失

投資有価証券評価損 9 60

特別損失合計 9 60

税金等調整前四半期純損失（△） △170 △148

法人税、住民税及び事業税 11 3

法人税等調整額 △46 △1

法人税等合計 △35 2

四半期純損失（△） △134 △150

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - △2

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △134 △148
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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：百万円)
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純損失（△） △134 △150

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △164 393

退職給付に係る調整額 19 14

その他の包括利益合計 △145 408

四半期包括利益 △280 257

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △280 260

非支配株主に係る四半期包括利益 - △2
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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。

　

決算短信（宝印刷） 2017年07月28日 19時13分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

－7－




