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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 9,541 △11.9 285 ― 584 ― 839 ―

29年3月期第1四半期 10,832 17.0 △19 ― △114 ― △90 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　907百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△271百万円 （―％）

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 44.20 ―

29年3月期第1四半期 △4.65 ―

(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 42,712 30,636 71.7 1,612.47

29年3月期 43,678 30,203 69.2 1,589.70

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 30,636百万円 29年3月期 30,203百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） ― ― 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

平成29年3月期期末配当の内訳　普通配当　20円00銭　特別配当　5円00銭

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、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 20,000 △14.1 400 80.0 700 682.5 1,000 ― 52.63

通期 45,000 △3.0 1,100 △0.8 1,600 8.7 1,600 68.0 84.21

（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

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 ： 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 20,000,000 株 29年3月期 20,000,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 1,000,435 株 29年3月期 1,000,368 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 18,999,580 株 29年3月期1Q 19,485,549 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。業績予想の前提となる条件
およ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ページをご覧ください。



（参考）四半期個別業績

（１）平成30年３月期第１四半期の個別業績（平成29年４月１日～平成29年６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 ％

30年３月期第１四半期 6,989 △6.2 369 ― 703 ― 993 ―

29年３月期第１四半期 7,449 20.7 15 ― △64 ― △22 ―

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 52.30 ―

29年３月期第１四半期 △1.15 ―
　

　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

30年３月期第１四半期 36,443 29,096 79.8 1,531.41

29年３月期 36,639 28,487 77.8 1,499.36

(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 29,096百万円 29年３月期 28,487百万円

（２）個別業績予想
平成30年３月期の個別業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 14,000 △10.1 300 100.0 600 627.1 900 902.4 47.37

通 期 30,000 △6.8 900 11.9 1,400 16.2 1,500 70.9 78.95

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

※ 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

当社グループは、第11次中期経営計画の２年目を迎え、「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」に向けて、コア事業の更なる強化と事業領域の拡大、生産性の向上等構造改善と利益の拡大、次

世代を展望した人財力の強化、成長を支えるガバナンスの確保の４項目を重点方針としてグループ一丸となって取

り組んでおります。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、受注高85億13百万円（前年同四半期比9.7％減）、売上高95億

41百万円（前年同四半期比11.9％減）となりましたが、利益面では前年同四半期と比べ売上総利益率が4.1ポイン

ト改善したことにより営業利益２億85百万円（前年同四半期は営業損失19百万円）となり、貸倒引当金戻入額１億

93百万円などにより経常利益５億84百万円（前年同四半期は経常損失１億14百万円）、繰延税金資産の計上による

税金費用の減少により親会社株主に帰属する四半期純利益８億39百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四

半期純損失90百万円）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１四半期連結累計期間の売上高は68億97百万円（前年同四半期比0.3％減）となり、営業利益は５億37百万

円（前年同四半期は、営業利益２億37百万円）となりました。

（東南アジア）

当第１四半期連結累計期間の売上高は20億54百万円（前年同四半期比44.7％減）となり、営業損失は０百万円

（前年同四半期は、営業利益23百万円）となりました。

（その他アジア）

当第１四半期連結累計期間の売上高は６億32百万円（前年同四半期比225.8％増）となり、営業損失は10百万円

（前年同四半期は、営業損失55百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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９億65百万円減少し、427億12百万円と

なりました。主な要因は、短期の貸倒引当金の目的使用や戻入による17億31百万円の増加に対し、現金預金９億49

百万円や受取手形・完成工事未収入金等19億82百万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13億98百万円減少し、120億76百万円となりました。主な要因は、支払手

形・工事未払金等11億44百万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４億32百万円増加し、306億36百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金３億64百万円の増加などによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成29年６月21日に公表いたしました業績予想と変更はありません。
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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：千円)

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

現金預金 7,786,986 6,837,611

受取手形・完成工事未収入金等 18,337,080 16,355,058

未成工事支出金 306,745 400,859

繰延税金資産 286,901 585,560

その他 1,596,407 1,384,348

貸倒引当金 △1,766,891 △35,891

流動資産合計 26,547,231 25,527,546

固定資産

有形固定資産

土地 3,757,621 3,757,621

その他（純額） 2,336,335 2,317,998

有形固定資産合計 6,093,956 6,075,619

無形固定資産

のれん 789,693 752,089

その他 404,083 396,967

無形固定資産合計 1,193,777 1,149,056

投資その他の資産

投資有価証券 4,058,216 4,182,891

投資不動産（純額） 4,548,843 4,535,710

繰延税金資産 525,410 520,772

その他 802,028 812,245

貸倒引当金 △91,360 △91,300

投資その他の資産合計 9,843,138 9,960,319

固定資産合計 17,130,872 17,184,996

資産合計 43,678,103 42,712,543
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(単位：千円)

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・工事未払金等 8,177,567 7,032,670

短期借入金 1,185,764 1,065,083

未払法人税等 243,234 27,918

未成工事受入金 1,015,103 1,445,665

完成工事補償引当金 22,000 22,000

工事損失引当金 62,875 48,023

賞与引当金 339,341 2,410

その他 1,088,197 1,060,145

流動負債合計 12,134,083 10,703,916

固定負債

繰延税金負債 654,409 692,068

役員退職慰労引当金 4,296 5,100

執行役員退職慰労引当金 21,448 22,811

退職給付に係る負債 13,127 13,452

その他 647,088 639,038

固定負債合計 1,340,369 1,372,470

負債合計 13,474,453 12,076,386

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 26,418,047 26,782,815

自己株式 △589,139 △589,182

株主資本合計 29,026,160 29,390,885

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,067,279 1,153,045

繰延ヘッジ損益 △4,256 △1,034

為替換算調整勘定 147,314 113,986

退職給付に係る調整累計額 △32,847 △20,726

その他の包括利益累計額合計 1,177,490 1,245,270

純資産合計 30,203,650 30,636,156

負債純資産合計 43,678,103 42,712,543
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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 10,832,485 9,541,128

売上原価 9,835,225 8,273,759

売上総利益 997,260 1,267,369

販売費及び一般管理費 1,016,322 981,373

営業利益又は営業損失（△） △19,061 285,996

営業外収益

受取利息 4,053 2,010

受取配当金 30,066 30,278

受取地代家賃 80,903 86,718

貸倒引当金戻入額 2,742 193,466

その他 36,646 66,213

営業外収益合計 154,412 378,688

営業外費用

支払利息 5,303 6,122

不動産賃貸費用 32,559 38,518

為替差損 180,192 5,630

その他 32,136 29,718

営業外費用合計 250,193 79,989

経常利益又は経常損失（△） △114,842 584,694

特別利益

固定資産売却益 9 199

その他 - 22

特別利益合計 9 222

特別損失

投資有価証券評価損 5,863 -

固定資産除却損 139 232

特別損失合計 6,003 232

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△120,835 584,684

法人税等 △30,288 △255,073

四半期純利益又は四半期純損失（△） △90,547 839,758

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又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△90,547 839,758
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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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △90,547 839,758

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △143,624 85,766

繰延ヘッジ損益 △13,667 3,222

為替換算調整勘定 △30,876 △33,328

退職給付に係る調整額 6,871 12,120

その他の包括利益合計 △181,295 67,780

四半期包括利益 △271,843 907,539

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △271,843 907,539

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)

　 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 6,920,385 3,718,034 194,065 10,832,485 ― 10,832,485

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,920,385 3,718,034 194,065 10,832,485 ― 10,832,485

セグメント利益又は
損失（△）

237,939 23,836 △55,258 206,517 △225,579 △19,061

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△225,579千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損失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

　 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)

　 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 6,895,548 2,040,816 604,764 9,541,128 ― 9,541,128

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,278 13,540 27,510 43,328 △43,328 ―

計 6,897,826 2,054,357 632,274 9,584,457 △43,328 9,541,128

セグメント利益又は
損失（△）

537,099 △762 △10,971 525,366 △239,369 285,996

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△239,369千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、バングラデシュ
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３．その他

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)

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 5,475,097 58.1 4,894,820 57.5 △580,277 △10.6

電力工事 2,565,665 27.2 2,373,522 27.9 △192,143 △7.5

空調給排水工事 1,198,301 12.7 1,118,982 13.1 △79,319 △6.6

機器製作 188,382 2.0 126,532 1.5 △61,849 △32.8

合計 9,427,447 100.0 8,513,857 100.0 △913,589 △9.7

② 連結売上実績

(単位：千円、％)

区分

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)

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 6,839,298 63.1 6,142,312 64.4 △696,985 △10.2

電力工事 2,508,597 23.2 2,435,141 25.5 △73,456 △2.9

空調給排水工事 1,385,298 12.8 841,892 8.8 △543,405 △39.2

機器製作 99,291 0.9 121,781 1.3 22,490 22.7

合計 10,832,485 100.0 9,541,128 100.0 △1,291,357 △11.9
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