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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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 ％

30年3月期第2四半期 45,067 △3.1 3,527 0.2 3,698 9.7 2,470 15.2

29年3月期第2四半期 46,525 4.7 3,520 16.8 3,371 18.1 2,143 32.8

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　3,081百万円 （21.6％） 29年3月期第2四半期　　2,532百万円 （54.0％）

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2四半期 53.43 ―

29年3月期第2四半期 46.37 ―

(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2四半期 76,869 42,838 54.8 910.76

29年3月期 77,102 41,709 53.2 887.99

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 42,102百万円 29年3月期 41,049百万円

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 ― 0.00 ― 42.00 42.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 30.00 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 87,000 △14.6 5,450 △31.1 5,650 △28.8 3,500 △26.3 75.71

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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2Q 46,310,892 株 29年3月期 46,310,892 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 83,448 株 29年3月期 83,257 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 46,227,517 株 29年3月期2Q 46,227,820 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の数値は、
今後様々な要因によって予想数値と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) 連結経営成績に関する定性的情報 
 

当第 2 四半期連結累計期間（平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日）におけるわが国経済は、個人消費
の緩やかな持ち直し、設備投資、輸出、生産などの持ち直し、企業業績、雇用情勢の改善など、全体的な景気
は緩やかな回復基調の中で推移しました。 
海外経済では、地政学的リスクの高まりによる世界経済の先行きに不透明感があるものの、米国・ヨーロッ

パ経済が引き続き堅調であることや、中国・東南アジア経済の持ち直しにより、緩やかな回復基調にありまし
た。 

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、石油業界では経営統合・再編の動きの中で、業界は大き
く 3 グループに集約されることとなりました。また、統合効果の実現に向けた生産・供給体制の再構築による
石油製品等の生産設備の停止・廃止の動きも具体化されつつあります。 

一方、石油化学業界では、石油化学製品の需要が好調に推移していることから、エチレンプラントなどの高
稼働が続き、好調な業績を維持しております。 
こうした環境下、当期（平成 30 年 3 月期）は定期修理工事が端境期にあたりますが、第 2 四半期連結累計

期間については、定期修理工事の工事量が予想を上回りました。また、損益面においては、建設業界の人手不
足と労務単価の上昇により外注加工費における工事原価の上昇要因がありましたが、収益管理の強化、作業効
率の向上、間接コストの圧縮など、継続的なコスト低減を図り、収益の確保に努めました。 
当第 2 四半期連結累計期間における業績につきましては、受注高は前年同期比 6.7％減の 463 億 8 千 3 百万

円となり、売上高である完成工事高は前年同期比 3.1%減の 450 億 6 千 7 百万円となりました。また、営業利益
は 35 億 2 千 7 百万円（前年同期比 0.2％増）、経常利益は 36 億 9 千 8 百万円（前年同期比 9.7％増）、親会社株
主に帰属する四半期純利益は 24 億 7 千万円（前年同期比 15.2％増）となっております。  

 
受注高の工事種類別内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
完成工事高の工事種類別内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※その他は、不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 

（単位：百万円）

平成29年3月期 平成30年3月期

第2四半期 第2四半期

日常保全工事 10,963 11,048 84 0.8%

定期修理工事 23,212 19,145 △4,067 △17.5%

改造･改修工事 13,505 15,011 1,505 11.2%

新規設備工事 2,030 1,179 △851 △41.9%

49,712 46,383 △3,328 △6.7%

受　注　高 前年比 増減率

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ

ン

グ

業

合 計

（単位：百万円）

平成29年3月期 平成30年3月期

第2四半期 第2四半期

日常保全工事 10,801 10,564 △236 △2.2%

定期修理工事 20,628 21,012 383 1.9%

改造･改修工事 11,675 10,613 △1,062 △9.1%

新規設備工事 3,353 2,804 △548 △16.4%

65 71 5 9.0%

46,525 45,067 △1,458 △3.1%

完成工事高 前年比 増減率

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ

ン

グ

業

その他

合 計
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 
 

当第 2 四半期連結会計期間末の資産合計は、768 億 6 千 9 百万円で前連結会計年度末より 2 億 3 千 3 百万円
減少しました。これは、未成工事支出金が 23 億 6 千 2 百万円増加する一方、受取手形・完成工事未収入金が
25 億 9 千 2 百万円減少したこと等によるものです。 

負債合計は、340 億 3 千 1 百万円で前連結会計年度末より、13 億 6 千 2 百万円減少しました。これは主に、
支払手形・工事未払金が 22 億 9 千 9 百万円増加する一方、電子記録債務が 25 億 1 千 8 百万円減少したこと等
によるものです。 

純資産は、428 億 3 千 8 百万円で前連結会計年度末より、11 億 2 千 9 百万円増加しました。これは、利益剰
余金が 5 億 2 千 8 百万円、その他有価証券評価差額金が 5 億 1 千万円増加したこと等によるものです。 
 
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 
 

平成 30 年 3 月期の通期業績予想につきましては、当第 2 四半期連結累計期間の実績および今後の見通しを
勘案し、本日公表の「平成 30 年 3 月期第 2 四半期累計期間業績予想と実績値との差異および通期業績予想の
修正に関するお知らせ」のとおり、連結、個別とも平成 29 年 5 月 10 日公表の予想数値を修正しております。 
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,669,909 10,841,956

受取手形・完成工事未収入金 41,372,570 38,779,597

電子記録債権 2,194,095 1,012,711

未成工事支出金 5,558,594 7,921,426

繰延税金資産 685,394 559,827

その他 249,074 612,435

貸倒引当金 △36,900 △27,105

流動資産合計 60,692,737 59,700,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,901,131 2,833,364

土地 7,028,428 7,028,428

その他（純額） 814,395 763,423

有形固定資産合計 10,743,955 10,625,216

無形固定資産 184,107 187,963

投資その他の資産

投資有価証券 5,031,896 5,770,461

関係会社株式 － 230,000

長期前払費用 10,762 8,896

繰延税金資産 242,266 206,330

その他 320,995 264,223

貸倒引当金 △123,735 △123,957

投資その他の資産合計 5,482,185 6,355,953

固定資産合計 16,410,248 17,169,133

資産合計 77,102,985 76,869,982
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 13,261,310 15,560,598

電子記録債務 13,007,619 10,489,300

短期借入金 256,004 329,004

未払法人税等 1,727,674 1,239,140

未成工事受入金 263,774 586,144

工事損失引当金 154,700 167,600

完成工事補償引当金 27,130 33,540

賞与引当金 1,212,863 884,466

役員賞与引当金 4,500 2,250

その他 2,833,254 1,979,965

流動負債合計 32,748,831 31,272,010

固定負債

長期借入金 127,121 110,453

繰延税金負債 134,948 351,236

役員退職慰労引当金 89,534 66,422

退職給付に係る負債 2,110,701 2,046,821

その他 182,676 184,676

固定負債合計 2,644,982 2,759,609

負債合計 35,393,813 34,031,619

純資産の部

株主資本

資本金 2,754,473 2,754,473

資本剰余金 1,688,884 1,688,884

利益剰余金 35,736,475 36,264,954

自己株式 △39,559 △39,726

株主資本合計 40,140,272 40,668,585

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,374,693 1,884,792

為替換算調整勘定 △61,186 △108,619

退職給付に係る調整累計額 △403,973 △342,421

その他の包括利益累計額合計 909,534 1,433,752

非支配株主持分 659,364 736,025

純資産合計 41,709,171 42,838,362

負債純資産合計 77,102,985 76,869,982
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

完成工事高 46,525,673 45,067,573

完成工事原価 41,125,440 39,577,513

完成工事総利益 5,400,232 5,490,060

販売費及び一般管理費 1,879,974 1,962,164

営業利益 3,520,257 3,527,895

営業外収益

受取利息 2,026 7,301

受取配当金 54,257 52,840

受取賃貸料 60,070 57,896

為替差益 － 49,064

その他 36,260 59,380

営業外収益合計 152,614 226,484

営業外費用

支払利息 7,729 11,572

売上割引 30,260 3,764

為替差損 233,798 －

その他 29,088 40,840

営業外費用合計 300,877 56,176

経常利益 3,371,995 3,698,203

特別利益

固定資産売却益 1,361 85

投資有価証券売却益 15,280 －

特別利益合計 16,641 85

特別損失

固定資産売却損 689 893

固定資産除却損 2,009 324

減損損失 45,819 －

特別損失合計 48,518 1,217

税金等調整前四半期純利益 3,340,118 3,697,071

法人税、住民税及び事業税 1,150,295 1,013,643

法人税等調整額 15,965 127,416

法人税等合計 1,166,261 1,141,060

四半期純利益 2,173,857 2,556,010

非支配株主に帰属する四半期純利益 30,442 85,970

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,143,414 2,470,040
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 2,173,857 2,556,010

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 209,980 510,935

為替換算調整勘定 106,626 △47,433

退職給付に係る調整額 42,276 61,551

その他の包括利益合計 358,884 525,053

四半期包括利益 2,532,741 3,081,064

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,502,495 2,994,257

非支配株主に係る四半期包括利益 30,246 86,806
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,340,118 3,697,071

減価償却費 203,619 206,647

減損損失 45,819 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,916 △9,572

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 8,350 6,410

工事損失引当金の増減額（△は減少） △18,300 12,900

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,280 △328,397

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,600 △2,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,060 25,001

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,964 △23,112

受取利息及び受取配当金 △56,283 △60,142

支払利息及び手形売却損 7,729 11,572

為替差損益（△は益） 159,789 △38,782

固定資産売却損益（△は益） △671 807

投資有価証券売却損益（△は益） △15,280 －

固定資産除却損 2,009 324

売上債権の増減額（△は増加） △5,982,285 3,770,004

未成工事支出金の増減額（△は増加） △5,135,007 △2,363,515

仕入債務の増減額（△は減少） 2,897,401 △214,914

未成工事受入金の増減額（△は減少） 311,777 323,073

未払消費税等の増減額（△は減少） △30,574 △864,956

その他 178,219 △226,012

小計 △4,067,996 3,922,156

利息及び配当金の受取額 56,283 60,142

利息の支払額 △7,729 △11,572

法人税等の支払額 △1,309,329 △1,444,396

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,328,771 2,526,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の預入による支出 △4,014 △28,204

長期性預金の払戻による収入 6,000 6,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △374,707 △121,570

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,582 1,017

投資有価証券の取得による支出 △3,696 △4,233

投資有価証券の売却及び償還による収入 19,600 －

貸付けによる支出 － △151,120

貸付金の回収による収入 10 140

関係会社株式の取得による支出 － △230,000

その他 △3,529 51,179

投資活動によるキャッシュ・フロー △358,755 △476,791
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 34,000 73,000

長期借入金の返済による支出 △22,572 △16,668

自己株式の取得による支出 △51 △167

配当金の支払額 △1,383,618 △1,938,008

非支配株主への配当金の支払額 △2,000 △2,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △8,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,374,241 △1,891,989

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,802 △7,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,105,570 149,842

現金及び現金同等物の期首残高 19,686,247 10,540,307

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,580,676 10,690,149
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（４）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 2 四半期連結累計期間（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 9 月 30 日） 
   当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの

業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」

は不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 
 
   当第 2 四半期連結累計期間（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 9 月 30 日） 
   当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの

業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」

は不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 
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