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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境改善等の後押しもあり、緩やかな回

復基調で推移いたしましたが、一方で、米中貿易摩擦の継続、欧州の政治的な混乱、地政学的リスク等に

起因した外需低迷の影響もあり、輸出や生産は力強さを欠くものとなりました。また、10 月からの消費

税率引き上げや大型台風等の自然災害の影響等もあり、企業の業況判断は慎重さが増している状況となっ

ております。

このような状況の中、当社グループは合併から 10 年の節目を経過した今年度、「安全」「ガバナンス」

「人材育成」を主要な戦略課題とする、新たな中期経営計画「Challenging RIETEC 2021」をスタートさ

せ、グループの持続的成長に努めております。 

当第２四半期の連結業績につきましては、受注高は 198 億８百万円（対前年同期比 8.9％減）、売上高

は 263億３千２百万円（対前年同期比 21.2％増）となりました。 

利益は、７億３千７百万円の営業利益（前年同期は５億４千５百万円の営業利益）、10億２千６百万円

の経常利益（前年同期は８億５千８百万円の経常利益）、７億７百万円の親会社株主に帰属する四半期純

利益（前年同期は６億９百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。 

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 35億７千万円減少し、733億１千万

円となりました。（未成工事支出金で 12億５千３百万円の増加、現金預金で 30 億４千２百万円の減少、受

取手形・完成工事未収入金等で 18億６千１百万円の減少）

負債は、前連結会計年度末に比べ 37 億８千８百万円減少し、238 億２千５百万円となりました。（短期

借入金で 25億円の増加、支払手形・工事未払金等で 18億９千２百万円の減少、未成工事受入金で 17億５

千９百万円の減少、未払法人税等で 14億２千７百万円の減少） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億１千８百万円増加し、494億８千４百万円となりました。（利益

剰余金で１億５千４百万円の増加、その他有価証券評価差額金で２千５百万円の増加） 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020 年３月期の連結業績予想につきましては、2019 年５月 10 日に公表いたしました内容に変更はあり

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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,274,719 5,232,526 

受取手形・完成工事未収入金等 32,589,593 30,727,990 

未成工事支出金 804,345 2,058,151 

商品及び製品 50,456 48,195 

仕掛品 4,079 4,492 

材料貯蔵品 298,344 291,267 

その他 986,873 889,095 

貸倒引当金 △155 -

流動資産合計 43,008,258 39,251,720 

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 8,826,137 8,658,680 

機械・運搬具（純額） 249,462 238,787 

工具器具・備品（純額） 282,464 306,066 

土地 7,592,712 7,590,911 

リース資産（純額） 1,014,939 933,759 

建設仮勘定 161,446 312,923 

有形固定資産合計 18,127,163 18,041,130 

無形固定資産 168,712 208,788 

投資その他の資産

投資有価証券 14,926,416 15,136,498 

その他 665,798 687,478 

貸倒引当金 △15,505 △15,505

投資その他の資産合計 15,576,710 15,808,472 

固定資産合計 33,872,586 34,058,391 

資産合計 76,880,845 73,310,112 
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,287,205 8,395,150 

短期借入金 - 2,500,000 

未払法人税等 1,528,517 100,923 

未成工事受入金 2,010,805 251,028 

完成工事補償引当金 2,298 8,902 

工事損失引当金 113,718 83,277 

賞与引当金 1,700,465 938,466 

その他 5,227,456 4,648,345 

流動負債合計 20,870,468 16,926,094 

固定負債

退職給付に係る負債 5,401,152 5,386,304 

役員退職慰労引当金 30,287 25,319 

その他 1,312,866 1,488,072 

固定負債合計 6,744,305 6,899,696 

負債合計 27,614,774 23,825,791 

純資産の部

株主資本

資本金 1,430,962 1,430,962 

資本剰余金 3,205,423 3,205,423 

利益剰余金 42,411,590 42,565,793 

自己株式 △343,016 △343,016

株主資本合計 46,704,960 46,859,163 

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,639,190 2,664,197 

退職給付に係る調整累計額 △78,079 △39,039

その他の包括利益累計額合計 2,561,110 2,625,157 

純資産合計 49,266,070 49,484,321 

負債純資産合計 76,880,845 73,310,112 
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 21,717,517 26,332,402 

売上原価 19,060,019 23,302,928 

売上総利益 2,657,497 3,029,473 

販売費及び一般管理費 2,111,677 2,291,719 

営業利益 545,820 737,753 

営業外収益

受取利息 450 375 

受取配当金 90,269 97,592 

物品売却益 31,633 30 

持分法による投資利益 153,873 178,374 

その他 56,662 33,133 

営業外収益合計 332,889 309,505 

営業外費用

支払利息 14,536 14,205 

その他 5,741 6,735 

営業外費用合計 20,278 20,941 

経常利益 858,431 1,026,317 

特別利益

固定資産売却益 658 1,272 

受取保険金 26,613 -

特別利益合計 27,271 1,272 

特別損失

固定資産除売却損 2,753 13,904 

減損損失 - 77,768 

損害賠償金 10,345 -

特別損失合計 13,099 91,672 

税金等調整前四半期純利益 872,603 935,917 

法人税、住民税及び事業税 46,209 40,366 

法人税等調整額 217,014 188,014 

法人税等合計 263,224 228,380 

四半期純利益 609,379 707,536 

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 609,379 707,536 
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 609,379 707,536 

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 299,505 29,803 

退職給付に係る調整額 △23,587 39,039 

持分法適用会社に対する持分相当額 7,710 △4,796

その他の包括利益合計 283,628 64,047 

四半期包括利益 893,007 771,583 

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 893,007 771,583 

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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 872,603 935,917 

減価償却費 462,320 498,135 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 △155

賞与引当金の増減額（△は減少） △656,614 △761,999

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △48,773 △68,739

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,007 6,603

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △30,441

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △16,714 41,405

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,175 △4,968

受取利息及び受取配当金 △90,720 △97,967

支払利息 14,536 14,205

持分法による投資損益（△は益） △153,873 △178,374

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,095 12,632

減損損失 － 77,768

受取保険金 △26,613 －

損害賠償損失 10,345 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,281,992 1,861,602 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,549,620 △1,253,806

その他の資産の増減額（△は増加） △2,686,184 109,018

仕入債務の増減額（△は減少） △3,421,955 △1,891,800

未払費用の増減額（△は減少） △126,958 △197,674

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,857,159 △1,759,777

その他の負債の増減額（△は減少） 880,007 △94,282

その他 31 －

小計 △1,428,152 △2,782,698

利息及び配当金の受取額 98,019 105,266 

利息の支払額 △14,531 △14,205

法人税等の支払額 △1,142,710 △1,418,492

保険金の受取額 15,381 －

損害賠償金の支払額 △10,345 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,482,338 △4,110,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,920,432 △694,460

有形固定資産の売却による収入 111,295 59,739

有形固定資産の売却に係る手付金収入 － 2,900 

有形固定資産の除却による支出 △2,163 △7,845

無形固定資産の取得による支出 △47,417 △93,507

投資有価証券の取得による支出 △749 △792

関係会社株式の取得による支出 △17,379 －

貸付けによる支出 △14,500 △6,620

貸付金の回収による収入 13,919 11,090

その他 80 244 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,877,346 △729,252
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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） 4,050,000 2,500,000 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △125,659 △152,051

預り建設協力金の受入による収入 2,500 －

自己株式の取得による支出 △153 －

配当金の支払額 △450,015 △550,758

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,476,671 1,797,190 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △883,013 △3,042,193

現金及び現金同等物の期首残高 6,722,568 8,261,713 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,839,554 5,219,520 
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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。

３. 補足情報

部門別受注高及び売上高

前第２四半期連結累計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

当第２四半期連結累計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

合 計

当四半期

2020年3月期

12,641,036

千円

52.1

構成比率

第２四半期

100.0

12.1

千円 ％

鉄 道 電 気 設 備 13,731,842

3,178,6534,282,298

受　注　高

構成比率

63.8

％

21.6

(不動産賃貸事業)

道 路 設 備

合 計 21,747,389

鉄 道 電 気 設 備

売　上　高

道 路 設 備

93.4

10.9

小 計 20,275,698

送 電 線 2,374,9552,469,354

千円

1,839,431

12,854,082

送 電 線 11.4

鉄 道 電 気 設 備

3,207,229

2,510,471 屋内外電気設備

第２四半期

55.4

道 路 設 備

2020年3月期

1,226,882

鉄 道 電 気 設 備

4,722,177

屋内外電気設備

屋内外電気設備

1,918,823

966,426 4.9屋内外電気設備

11.5

21.7

構成比率

％

第２四半期

千円

道 路 設 備

12,045,385

(兼業事業)

(不動産賃貸事業)

送 電 線

小 計 24,786,848

9.7送 電 線

215,205

10.1

94.1

2,665,727

1,330,348 5.1

受　注　高 売　上　高

2019年3月期

第２四半期

前年同四半期

構成比率2019年3月期

前年同四半期

％

59.2

14.8

当四半期

8.5

214,935

21,717,517

5.6

100.0

1.0

(兼業事業)

19.85,210,625

合 計 19,808,584 100.0 合 計 100.0

0.8

26,332,402
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