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1. 平成29年12月期第3四半期の業績（平成29年1月1日～平成29年9月30日）

(1) 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 ％

29年12月期第3四半期 3,418 ― 139 ― 147 ― 77 ―

28年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第3四半期 6.28 6.26

28年12月期第3四半期 ― ―

（注）　１．当社は、平成28年12月期第３四半期は四半期財務諸表を作成していないため、平成28年12月期第３四半期の経営成績（累計）及び対前年同四

　　　　　　半期増減率は記載しておりません。

　　　　２．当社は、平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われたと

　　　　　　仮定して１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年12月期第3四半期 3,567 2,481 69.6

28年12月期 3,402 2,489 73.2

（参考）自己資本 29年12月期第3四半期 2,481百万円 28年12月期 2,489百万円

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

28年12月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00

29年12月期 ― 7.50 ―

29年12月期（予想） 3.75 ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　　　当社は、平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、平成28年12月期の配当額及び平成29年12月期第２

　　　四半期末の配当額は、株式分割前の実際の配当額を記載しております。

3. 平成29年12月期の業績予想（平成29年 1月 1日～平成29年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 4,800 ― 300 ― 303 ― 216 ― 17.43

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　　　当社は、平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、平成29年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定

　　　して１株当たり当期純利益を算定しております。



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 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

(3) 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） 29年12月期3Q 12,827,600 株 28年12月期 12,787,600 株

② 期末自己株式数 29年12月期3Q 407,200 株 28年12月期 407,200 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期3Q 12,394,144 株 28年12月期3Q 12,340,400 株

（注）　当社は、平成28年４月１日付及び平成29年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、平成28年12月期の期首に当

　　　　該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※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

　　本資料に掲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。
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１．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,050,082 682,976

受取手形及び売掛金 748,857 730,815

商品 1,617 1,154

仕掛品 220,940 271,516

貯蔵品 16,690 16,209

その他 75,840 48,736

貸倒引当金 △2,598 △1,343

流動資産合計 2,111,431 1,750,065

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 476,792 650,743

土地 213,045 378,174

その他 271,651 379,841

有形固定資産合計 961,489 1,408,759

無形固定資産 22,518 23,404

投資その他の資産

その他 310,616 387,916

貸倒引当金 △3,611 △2,555

投資その他の資産合計 307,005 385,361

固定資産合計 1,291,012 1,817,524

資産合計 3,402,443 3,567,590

負債の部

流動負債

買掛金 120,650 122,798

短期借入金 ― 150,000

リース債務 50,437 56,055

未払金 225,806 237,738

未払法人税等 96,707 12,396

賞与引当金 ― 54,673

工事損失引当金 6,135 4,568

その他 134,475 155,644

流動負債合計 634,212 793,875

固定負債

リース債務 92,071 98,167

退職給付引当金 179,676 186,265

その他 7,262 7,945

固定負債合計 279,010 292,378

負債合計 913,222 1,086,254
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 573,597 576,227

資本剰余金 524,095 526,725

利益剰余金 1,412,837 1,397,706

自己株式 △24,047 △24,047

株主資本合計 2,486,483 2,476,612

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,737 4,722

評価・換算差額等合計 2,737 4,722

純資産合計 2,489,221 2,481,335

負債純資産合計 3,402,443 3,567,590

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 09時00分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）

- 3 -



株式会社土木管理総合試験所(6171) 平成29年12月期 第３四半期決算短信

（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
当第３四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 3,418,454

売上原価 2,326,288

売上総利益 1,092,166

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 404,778

賞与引当金繰入額 20,308

退職給付費用 8,004

貸倒引当金繰入額 △1,140

その他 521,064

販売費及び一般管理費合計 953,015

営業利益 139,150

営業外収益

受取利息 1,394

受取配当金 3,332

受取出向料 3,450

受取保険金 2,660

その他 2,399

営業外収益合計 13,236

営業外費用

支払利息 1,304

業務受託費用 1,424

デリバティブ評価損 1,520

その他 851

営業外費用合計 5,100

経常利益 147,286

特別利益

補助金収入 34,252

特別利益合計 34,252

特別損失

抱合せ株式消滅差損 28,484

特別損失合計 28,484

税引前四半期純利益 153,053

法人税等 75,241

四半期純利益 77,812
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（３）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（セグメント情報）

当第３四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年９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

(単位：千円)

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
損益計算書
計上額
(注)３

試験総合

サービス

事業

地盤補強

サービス

事業

計

売上高

　外部顧客への売上高 3,115,395 261,729 3,377,125 41,329 3,418,454 ― 3,418,454

　セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 3,115,395 261,729 3,377,125 41,329 3,418,454 ― 3,418,454

セグメント利益又は

損失(△)
533,341 7,524 540,865 △11,509 529,355 △390,205 139,150

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験機器販売事業を含んでおりま

す。

２．セグメント利益又は損失の調整額△390,205千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（重要な後発事象）

当社は、平成29年８月10日開催の取締役会決議に基づき、平成29年10月１日付で株式分割を行っております。

　

１．株式分割の目的

株式分割により当社株式の投資単位を引下げ、当社株式の流動性向上と投資家層拡大を図ることを目的としており

ます。

　

２．株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成29年９月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１

株につき２株の割合をもって分割しております。

(2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 6,413,800株

今回の分割により増加する株式数 6,413,800株

株式分割後の発行済株式総数 12,827,600株

株式分割後の発行可能株式総数 18,720,000株

(3) 分割の日程

基準日公告日 平成29年９月12日

基準日 平成29年９月30日

効力発生日 平成29年10月１日
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