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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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3四半期 29,695 △14.2 659 15.9 1,234 64.3 1,187 138.0

29年3月期第3四半期 34,615 14.0 569 87.7 751 54.3 498 98.5

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　1,705百万円 （184.7％） 29年3月期第3四半期　　599百万円 （―％）

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3四半期 63.28 ―

29年3月期第3四半期 25.74 ―

(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3四半期 44,200 30,963 70.1 1,677.36

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3四半期 30,963百万円 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、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 45,000 △3.0 1,100 △0.8 1,600 8.7 1,600 68.0 85.29

（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3Q 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3Q 1,540,634 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3Q 18,759,452 株 29年3月期3Q 19,378,957 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３四半期の個別業績（平成29年４月１日～平成29年12月31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３四半期 20,377 △14.1 720 63.1 1,354 94.5 1,378 169.8

29年３月期第３四半期 23,710 12.8 441 34.1 696 21.6 510 38.4

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３四半期 73.48 ―

29年３月期第３四半期 26.36 ―
　

　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３四半期 36,640 29,373 80.2 1,591.25

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３四半期 29,373百万円 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、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 30,000 △6.8 900 11.9 1,400 16.2 1,500 70.9 79.96

(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３四半期連結累計期間の業績は、受注高325億87百万円（前年同四半期比2.9％増）、売上高296

億95百万円（前年同四半期比14.2％減）となりましたが、利益面では国内内線工事の一部案件の採算が改善したこ

となど前年同四半期と比べ売上総利益率が2.2ポイント改善したことにより営業利益６億59百万円（前年同四半期

は営業利益５億69百万円）となり、貸倒引当金戻入額２億２百万円や保有資産の有効活用による受取地代家賃の増

加、為替差益の計上などにより経常利益12億34百万円（前年同四半期は経常利益７億51百万円）、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11億87百万円（前年同四半期は親会社株主に

帰属する四半期純利益４億98百万円）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３四半期連結累計期間の売上高は214億89百万円（前年同四半期比7.3％減）となり、営業利益は15億79百万

円（前年同四半期は、営業利益12億93百万円）となりました。

（東南アジア）

　当第３四半期連結累計期間の売上高は66億90百万円（前年同四半期比37.8％減）となり、営業損失は０百万円

（前年同四半期は、営業利益１億73百万円）となりました。

（その他アジア）

　当第３四半期連結累計期間の売上高は15億65百万円（前年同四半期比120.8％増）となり、営業損失は88百万円

（前年同四半期は、営業損失１億81百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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５億21百万円増加し、442億円となりま

した。主な要因は、現金預金25億62百万円、短期の貸倒引当金の目的使用や戻入による17億40百万円、時価の上昇

による投資有価証券７億８百万円、投資不動産の純額５億19百万円の増加に対し、受取手形・完成工事未収入金等

53億89百万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２億37百万円減少し、132億36百万円となりました。主な要因は、未成工

事受入金３億82百万円の増加に対し、支払手形・工事未払金等５億６百万円や賞与引当金３億36百万円の減少など

によるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億59百万円増加し、309億63百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金７億12百万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11月６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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,786,986 10,349,576

受取手形・完成工事未収入金等 18,337,080 12,947,853

未成工事支出金 306,745 579,936

繰延税金資産 286,901 395,766

その他 1,596,407 962,961

貸倒引当金 △1,766,891 △26,571

流動資産合計 26,547,231 25,209,523

固定資産

有形固定資産

土地 3,757,621 4,111,879

その他（純額） 2,336,335 2,280,296

有形固定資産合計 6,093,956 6,392,175

無形固定資産

のれん 789,693 676,880

その他 404,083 835,501

無形固定資産合計 1,193,777 1,512,381

投資その他の資産

投資有価証券 4,058,216 4,766,722

投資不動産（純額） 4,548,843 5,068,449

繰延税金資産 525,410 519,698

その他 802,028 822,210

貸倒引当金 △91,360 △91,160

投資その他の資産合計 9,843,138 11,085,921

固定資産合計 17,130,872 18,990,478

資産合計 43,678,103 44,200,002
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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３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 8,177,567 7,670,700

短期借入金 1,185,764 1,299,695

未払法人税等 243,234 27,336

未成工事受入金 1,015,103 1,397,781

完成工事補償引当金 22,000 22,000

工事損失引当金 62,875 83,940

賞与引当金 339,341 2,452

その他 1,088,197 1,209,456

流動負債合計 12,134,083 11,713,362

固定負債

繰延税金負債 654,409 855,746

役員退職慰労引当金 4,296 6,708

執行役員退職慰労引当金 21,448 19,090

退職給付に係る負債 13,127 16,569

その他 647,088 625,440

固定負債合計 1,340,369 1,523,555

負債合計 13,474,453 13,236,918

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 27,130,132

自己株式 △589,139 △1,060,226

株主資本合計 29,026,160 29,267,157

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 1,522,561

繰延ヘッジ損益 △4,256 -

為替換算調整勘定 147,314 200,272

退職給付に係る調整累計額 △32,847 △26,908

その他の包括利益累計額合計 1,177,490 1,695,926

純資産合計 30,203,650 30,963,084

負債純資産合計 43,678,103 44,200,002
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 34,615,355 29,695,186

売上原価 30,992,246 25,941,159

売上総利益 3,623,109 3,754,027

販売費及び一般管理費 3,053,897 3,094,280

営業利益 569,212 659,747

営業外収益

受取利息 12,566 7,211

受取配当金 63,826 64,599

受取地代家賃 253,168 308,111

貸倒引当金戻入額 1,826 202,606

為替差益 - 43,250

その他 104,088 154,714

営業外収益合計 435,476 780,494

営業外費用

支払利息 15,028 17,336

不動産賃貸費用 110,226 113,171

為替差損 52,840 -

その他 75,119 75,211

営業外費用合計 253,216 205,719

経常利益 751,471 1,234,521

特別利益

固定資産売却益 256 4,204

投資有価証券売却益 105,286 1,930

その他 - 22

特別利益合計 105,542 6,157

特別損失

減損損失 - 69,453

その他 51,530 12,949

特別損失合計 51,530 82,402

税金等調整前四半期純利益 805,484 1,158,276

法人税等 306,728 △28,799

四半期純利益 498,755 1,187,075

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 498,755 1,187,075
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 498,755 1,187,075

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 371,614 455,282

繰延ヘッジ損益 8,914 4,256

為替換算調整勘定 △300,836 52,958

退職給付に係る調整額 20,615 5,938

その他の包括利益合計 100,307 518,435

四半期包括利益 599,062 1,705,511

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 599,062 1,705,511

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３四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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 23,188,267 10,717,884 709,203 34,615,355 ― 34,615,355

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 39,070 ― 39,070 △39,070 ―

計 23,188,267 10,756,955 709,203 34,654,425 △39,070 34,615,355

セグメント利益又は
損失（△）

1,293,728 173,045 △181,790 1,284,984 △715,771 569,212

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△715,771千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

　

　 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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 21,486,977 6,673,612 1,534,596 29,695,186 ― 29,695,186

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,278 16,428 31,268 49,975 △49,975 ―

計 21,489,255 6,690,040 1,565,865 29,745,161 △49,975 29,695,186

セグメント利益又は
損失（△）

1,579,976 △12 △88,628 1,491,335 △831,588 659,747

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△831,588千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３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31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 21,650,750 68.4 23,981,598 73.6 2,330,848 10.8

電力工事 5,571,107 17.6 4,910,907 15.1 △660,199 △11.9

空調給排水工事 4,018,212 12.7 3,247,796 9.9 △770,416 △19.2

機器製作 425,835 1.3 447,289 1.4 21,453 5.0

合計 31,665,906 100.0 32,587,591 100.0 921,685 2.9

② 連結売上実績

(単位：千円、％)

区分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31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 20,861,043 60.3 18,434,379 62.1 △2,426,664 △11.6

電力工事 8,713,702 25.2 6,935,015 23.3 △1,778,687 △20.4

空調給排水工事 4,622,975 13.3 3,889,591 13.1 △733,383 △15.9

機器製作 417,633 1.2 436,199 1.5 18,566 4.4

合計 34,615,355 100.0 29,695,186 100.0 △4,920,168 △14.2
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