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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 43,373 13.8 503 △50.0 615 △51.4 265 △66.5

29年３月期第１四半期 38,098 △7.2 1,007 △35.6 1,265 △29.6 791 △19.3
(注) 包括利益30年３月期第１四半期 2,148百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △2,349百万円( －％)

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 7.77 －

29年３月期第１四半期 22.91 －

（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 ％

30年３月期第１四半期 188,337 100,755 51.2

29年３月期 199,024 100,184 48.1
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 96,337百万円 29年３月期 95,753百万円

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 － 45.00 70.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 25.00 － 48.00 73.00
(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、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) 98,200 16.6 3,600 18.9 4,000 7.1 2,500 △6.2 72.62

通期 213,200 6.3 11,700 38.1 12,300 25.0 7,100 12.6 206.24
(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 ： 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 36,782,009株 29年３月期 36,782,009株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 2,575,913株 29年３月期 2,575,841株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 34,206,119株 29年３月期１Ｑ 34,562,918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、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
に関する事項については、添付資料P.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。
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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世界経済は、米国では企業業績の回復や好調な雇用情勢などにより緩やかな

拡大基調が続き、欧州でも堅調な個人消費を背景に緩やかな回復基調が続きました。アジアでは総じて持ち直しが

継続し、中国においても個人消費やインフラ投資を中心に堅調に推移しました。日本経済は、企業収益や雇用・所

得情勢が改善するなど、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、当第１四半期連結累計期間における受注工事高は、国内、

海外ともに増加したことにより、588億90百万円(前年同期比30.7％増加)となり、うち海外の受注工事高は、267億

18百万円(前年同期比74.7％増加)となりました。

完成工事高は、北米や国内で増加し、433億73百万円(前年同期比13.8％増加)となり、うち海外の完成工事高は、

206億１百万円(前年同期比10.2％増加)となりました。

利益面につきましては、塗装システム事業において採算が悪化し、営業利益は５億３百万円(前年同期比５億４百

万円減少)、経常利益は６億15百万円(前年同期比６億50百万円減少)、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億65

百万円(前年同期比５億26百万円減少)となりました。

セグメントごとの業績(セグメント間の内部取引高を含む)は次のとおりであります。

環境システム事業

受注工事高は、国内のビル空調分野および、ベトナム、フィリピンなどで増加したことにより、前年同期を上回

りました。完成工事高は、タイなどで減少したものの、国内のビル空調分野で増加し、前年同期を上回りました。

この結果、受注工事高は、391億72百万円(前年同期比22.7％増加)となりました。このうちビル空調分野は、148

億34百万円(前年同期比11.1％増加)、産業空調分野は、243億38百万円(前年同期比31.1％増加)となりました。完成

工事高は、269億57百万円(前年同期比7.9％増加)となりました。このうちビル空調分野は、103億９百万円(前年同

期比44.5％増加)、産業空調分野は166億48百万円(前年同期比6.7％減少)となりました。セグメント利益(経常利益)

につきましては19億16百万円(前年同期比７億34百万円増加)となりました。

塗装システム事業

受注工事高は、ベトナム、中国などで増加し、前年同期を上回りました。完成工事高は、北米などで増加し、前

年同期を上回りました。

この結果、受注工事高は、197億18百万円(前年同期比50.1％増加)となり、完成工事高は、164億17百万円(前年同

期比25.0％増加)となりました。セグメント損失(経常損失)につきましては、米国でのプロジェクトの採算悪化など

により、15億24百万円(前年同期比14億71百万円の損失増加)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は前連結会計年度末に比べ9.2％減少し、1,388億52百万円となりまし

た。これは未成工事支出金が９億34百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が105億円、現金預金が67億15

百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は前連結会計年度末に比べ7.3％増加し、494億85百万円となりました。

これは投資有価証券が25億98百万円、退職給付に係る資産が３億48百万円それぞれ増加したことなどによります。

この結果、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5.4％減少し、1,883億37百万円

となりました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は前連結会計年度末に比べ13.2％減少し、768億68百万円となりまし

た。これは未成工事受入金が36億62百万円増加し、支払手形・工事未払金等が101億43百万円、未払法人税等が11

億78百万円それぞれ減少したことなどによります。

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は前連結会計年度末に比べ4.7％増加し、107億13百万円となりました。

これはその他のうち繰延税金負債が７億88百万円増加し、長期借入金が１億97百万円減少したことなどによりま

す。

この結果、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11.4％減少し、875億82百万円と

なりました。

（純資産）

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0.6％増加し、1,007億55百万円となりま

した。これはその他有価証券評価差額金が19億１百万円増加し、利益剰余金が12億74百万円減少したことなどに

よります。

（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５月15日に発表した通期及び第２四半期累計期間の業績予想について変更はありません。
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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

現金預金 42,263 35,548

受取手形・完成工事未収入金等 100,983 90,483

有価証券 10 10

未成工事支出金 1,951 2,885

材料貯蔵品 265 352

その他 7,894 10,098

貸倒引当金 △461 △526

流動資産合計 152,907 138,852

固定資産

有形固定資産 7,633 7,698

無形固定資産

のれん 2,668 2,708

その他 2,434 2,436

無形固定資産合計 5,103 5,145

投資その他の資産

投資有価証券 25,629 28,227

退職給付に係る資産 4,984 5,332

その他 2,779 3,100

貸倒引当金 △13 △18

投資その他の資産合計 33,380 36,641

固定資産合計 46,116 49,485

資産合計 199,024 188,337

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 55,287 45,144

短期借入金 4,015 3,951

未払法人税等 1,462 284

未成工事受入金 15,543 19,205

賞与引当金 － 25

完成工事補償引当金 973 771

工事損失引当金 790 965

役員賞与引当金 101 －

その他 10,434 6,521

流動負債合計 88,608 76,868

固定負債

長期借入金 986 789

役員退職慰労引当金 50 53

退職給付に係る負債 1,492 1,503

その他 7,702 8,366

固定負債合計 10,231 10,713

負債合計 98,839 87,582
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 6,455 6,455

資本剰余金 7,305 7,309

利益剰余金 77,945 76,671

自己株式 △6,128 △6,128

株主資本合計 85,577 84,307

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,969 11,870

繰延ヘッジ損益 △111 △32

為替換算調整勘定 349 27

退職給付に係る調整累計額 △31 163

その他の包括利益累計額合計 10,175 12,029

非支配株主持分 4,431 4,418

純資産合計 100,184 100,755

負債純資産合計 199,024 188,337
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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)

完成工事高 38,098 43,373

完成工事原価 32,682 38,309

完成工事総利益 5,415 5,064

販売費及び一般管理費 4,408 4,560

営業利益 1,007 503

営業外収益

受取利息 128 130

受取配当金 173 179

不動産賃貸料 25 26

貸倒引当金戻入額 1 0

その他 76 57

営業外収益合計 405 394

営業外費用

支払利息 31 49

不動産賃貸費用 4 4

為替差損 43 156

持分法による投資損失 43 32

その他 24 37

営業外費用合計 147 281

経常利益 1,265 615

特別利益

固定資産処分益 0 0

投資有価証券売却益 5 －

特別利益合計 6 0

特別損失

固定資産処分損 0 1

減損損失 － 0

投資有価証券評価損 152 －

特別損失合計 152 1

税金等調整前四半期純利益 1,118 615

法人税、住民税及び事業税 359 123

法人税等調整額 46 218

法人税等合計 406 341

四半期純利益 712 273

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△79 7

親会社株主に帰属する四半期純利益 791 265
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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)

四半期純利益 712 273

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,361 1,901

繰延ヘッジ損益 90 159

為替換算調整勘定 △1,595 △363

退職給付に係る調整額 △158 196

持分法適用会社に対する持分相当額 △36 △19

その他の包括利益合計 △3,061 1,875

四半期包括利益 △2,349 2,148

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,015 2,119

非支配株主に係る四半期包括利益 △334 28
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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）

　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)

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 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）

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

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)
(注２)

環境システム
事業

(百万円)

塗装システム
事業

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

外部顧客への売上高 24,976 13,121 38,098 － 38,098

セグメント間の内部
売上高又は振替高

3 7 10 △10 －

計 24,979 13,129 38,108 △10 38,098

セグメント利益又は損失(△) 1,182 △53 1,129 135 1,265

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失(△)の調整額135百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収

益と全社費用の純額)138百万円及びその他の調整額△２百万円が含まれております。全社損益は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費、受取配当金等であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 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）

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

報告セグメント
調整額
(百万円)
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(百万円)
(注２)

環境システム
事業

(百万円)

塗装システム
事業

(百万円)

合計
(百万円)

売上高

外部顧客への売上高 26,957 16,415 43,373 － 43,373

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 1 1 △1 －

計 26,957 16,417 43,375 △1 43,373

セグメント利益又は損失(△) 1,916 △1,524 392 223 615

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失(△)の調整額223百万円は、各報告セグメントに配分していない全社損益(全社収

益と全社費用の純額)220百万円及びその他の調整額２百万円が含まれております。全社損益は、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費、受取配当金等であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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３．補足情報

（１）四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（連結）

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)

増減

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

率
(%)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 13,355 29.6 14,834 25.2 1,479 11.1

産業空調 18,559 41.2 24,338 41.3 5,779 31.1

小計 31,915 70.8 39,172 66.5 7,257 22.7

(うち海外) (4,957) (11.0) (10,474) (17.8) (5,517) (111.3)

塗装システム事業 13,133 29.2 19,718 33.5 6,585 50.1

(うち海外) (10,339) (23.0) (16,244) (27.6) (5,905) (57.1)

合計 45,048 100.0 58,890 100.0 13,842 30.7

(うち海外) (15,296) (34.0) (26,718) (45.4) (11,422) (74.7)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 7,132 18.7 10,309 23.8 3,177 44.5

産業空調 17,844 46.9 16,648 38.4 △1,196 △6.7

小計
(注)２,３

24,976 65.6 26,957 62.2 1,981 7.9

(うち海外) (8,263) (21.7) (6,927) (16.0) (△1,336) (△16.2)

塗装システム事業 (注)２,３ 13,121 34.4 16,415 37.8 3,294 25.1

(うち海外) (10,423) (27.3) (13,674) (31.5) (3,251) (31.2)

合計 38,098 100.0 43,373 100.0 5,275 13.8

(うち海外) (18,686) (49.0) (20,601) (47.5) (1,915) (10.2)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 55,813 34.2 58,996 31.7 3,183 5.7

産業空調 40,903 25.1 48,468 26.0 7,565 18.5

小計 96,717 59.3 107,465 57.7 10,748 11.1

(うち海外) (17,848) (10.9) (23,112) (12.4) (5,264) (29.5)

塗装システム事業 66,494 40.7 78,883 42.3 12,389 18.6

(うち海外) (59,213) (36.3) (71,537) (38.4) (12,324) (20.8)

合計 163,211 100.0 186,349 100.0 23,138 14.2

(うち海外) (77,061) (47.2) (94,650) (50.8) (17,589) (22.8)

(注) 1 受注工事高、完成工事高及び繰越工事高は、外部顧客に対する取引金額となっております。

2 前第１四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高24,976百万円とセグメント情報における環境シス

テム事業の売上高24,979百万円との差異３百万円、及び塗装システム事業の完成工事高13,121百万円とセグメ

ント情報における塗装システム事業の売上高13,129百万円との差異７百万円は、セグメント間の内部売上高で

あります。

3 当第１四半期連結累計期間の環境システム事業の完成工事高とセグメント情報における環境システム事業の売

上高との差異はありません。また、塗装システム事業の完成工事高16,415百万円とセグメント情報における塗

装システム事業の売上高16,417百万円との差異１百万円は、セグメント間の内部売上高であります。
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（２）四半期受注工事高、完成工事高及び繰越工事高の状況（個別）

　

区分

前第１四半期
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
累計期間

(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

増減

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

構成比
(%)

金額
(百万円)

率
(%)

受注工事高

環境システム事業 ビル空調 12,830 42.3 14,197 39.2 1,367 10.7

産業空調 13,682 45.2 13,931 38.4 249 1.8

小計 26,513 87.5 28,128 77.6 1,615 6.1

(うち海外) (96) (0.3) (93) (0.3) (△3) (△3.1)

塗装システム事業 3,786 12.5 8,118 22.4 4,332 114.4

(うち海外) (1,593) (5.3) (5,471) (15.1) (3,878) (243.4)

合計 30,299 100.0 36,246 100.0 5,947 19.6

(うち海外) (1,689) (5.6) (5,565) (15.4) (3,876) (229.5)

完成工事高

環境システム事業 ビル空調 6,767 33.4 9,977 42.3 3,210 47.4

産業空調 9,623 47.4 9,735 41.2 112 1.2

小計 16,391 80.8 19,713 83.5 3,322 20.3

(うち海外) (72) (0.4) (33) (0.2) (△39) (△54.2)

塗装システム事業 3,901 19.2 3,885 16.5 △16 △0.4

(うち海外) (1,610) (7.9) (1,613) (6.8) (3) (0.2)

合計 20,292 100.0 23,599 100.0 3,307 16.3

(うち海外) (1,682) (8.3) (1,646) (7.0) (△36) (△2.1)

繰越工事高

環境システム事業 ビル空調 55,406 61.9 58,222 58.8 2,816 5.1

産業空調 23,078 25.8 25,444 25.7 2,366 10.3

小計 78,485 87.7 83,666 84.5 5,181 6.6

(うち海外) (46) (0.0) (102) (0.1) (56) (121.7)

塗装システム事業 11,022 12.3 15,326 15.5 4,304 39.0

(うち海外) (4,462) (5.0) (8,572) (8.7) (4,110) (92.1)

合計 89,507 100.0 98,993 100.0 9,486 10.6

(うち海外) (4,509) (5.0) (8,674) (8.8) (4,165) (92.4)
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（３）地域に関する情報

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)

売上高

日本
(百万円)

北米
(百万円)

東南アジア 東アジア

インド
(百万円)タイ

(百万円)

その他の
東南アジア
(百万円)

中国
(百万円)

その他の
東アジア
(百万円)

19,411 3,421 4,753 4,182 2,827 152 1,640

その他
(百万円)

合計
(百万円)

1,708 38,098

　

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

日本
(百万円)

北米
(百万円)

東南アジア 東アジア

インド
(百万円)タイ

(百万円)

その他の
東南アジア
(百万円)

中国
(百万円)

その他の
東アジア
(百万円)

22,771 8,045 3,994 3,253 2,053 434 1,014

その他
(百万円)

合計
(百万円)

1,805 43,373

決算短信（宝印刷） 2017年08月09日 15時01分 14ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


	株式会社大気社　平成30年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
	添付資料の目次
	１．当四半期決算に関する定性的情報
	２．四半期連結財務諸表及び主な注記
	３．補足情報





