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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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 ％

2020年3月期第3四半期 38,983 7.3 1,508 △23.2 1,985 △19.7 1,391 △21.1

2019年3月期第3四半期 36,344 12.1 1,963 16.6 2,473 13.3 1,762 17.4

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　1,709百万円 （10.8％） 2019年3月期第3四半期　　1,542百万円 （△30.4％）

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

2020年3月期第3四半期 55.31 ―

2019年3月期第3四半期 70.08 ―

(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 ％

2020年3月期第3四半期 79,113 50,422 63.7

2019年3月期 76,880 49,266 64.1

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 50,422百万円 2019年3月期 49,266百万円

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

2019年3月期 ― ― ― 22.00 22.00

2020年3月期 ― ― ―

2020年3月期（予想） 24.00 24.00

（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. 2020年3月期の連結業績予想（2019年4月1日～2020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 59,000 2.6 4,800 15.1 5,450 12.7 3,675 9.7 146.11

（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） 2020年3月期3Q 25,617,717 株 2019年3月期 25,617,717 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 466,198 株 2019年3月期 466,198 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 25,151,519 株 2019年3月期3Q 25,151,615 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的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って異なる結果と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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げなどの影響を伴いつつも、雇用・

所得環境の改善や堅調な企業収益に支えられ、景気は緩やかな回復基調を維持しました。一方で、米中貿

易摩擦の常態化をはじめとした海外経済の不確実性を背景に、輸出の弱含みや生産活動の停滞が進みつつ

あり、引き続き景気の下振れリスクには留意が必要となっております。

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３四半期の連結業績につきましては、受注高は 350 億７百万円（対前年同期比 5.4％減）、売上高

は 389億８千３百万円（対前年同期比 7.3％増）となりました。 

利益は、15 億８百万円の営業利益（前年同期は 19 億６千３百万円の営業利益）、19 億８千５百万円の

経常利益（前年同期は 24 億７千３百万円の経常利益）、13 億９千１百万円の親会社株主に帰属する四半

期純利益（前年同期は 17 億６千２百万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３四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 22億３千３百万円増加し、791 億１

千３百万円となりました。（受取手形・完成工事未収入金等で 21億２千万円の増加、未成工事支出金で 27

億２百万円の増加、現金預金で 32億８千万円の減少）

負債は、前連結会計年度末に比べ 10 億７千６百万円増加し、286 億９千１百万円となりました。（短期

借入金で 61億円の増加、支払手形・工事未払金等で 17億７千７百万円の減少、未払法人税等で 14億２千

１百万円の減少、未成工事受入金で 12億６千６百万円の減少） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 11 億５千６百万円増加し、504 億２千２百万円となりました。（利

益剰余金で８億３千７百万円の増加、その他有価証券評価差額金で２億６千万円の増加） 

（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３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,274,719 4,994,590 

受取手形・完成工事未収入金等 32,589,593 34,710,436 

未成工事支出金 804,345 3,507,107 

商品及び製品 50,456 59,452 

仕掛品 4,079 11,070 

材料貯蔵品 298,344 284,910 

その他 986,873 1,165,206 

貸倒引当金 △155 -

流動資産合計 43,008,258 44,732,775 

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 8,826,137 8,574,042 

機械・運搬具（純額） 249,462 237,589 

工具器具・備品（純額） 282,464 287,377 

土地 7,592,712 7,559,850 

リース資産（純額） 1,014,939 991,543 

建設仮勘定 161,446 281,670 

有形固定資産合計 18,127,163 17,932,074 

無形固定資産 168,712 223,962 

投資その他の資産

投資有価証券 14,926,416 15,614,082 

その他 665,798 626,524 

貸倒引当金 △15,505 △15,505

投資その他の資産合計 15,576,710 16,225,101 

固定資産合計 33,872,586 34,381,137 

資産合計 76,880,845 79,113,913 
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 10,287,205 8,509,887 

短期借入金 - 6,100,000 

未払法人税等 1,528,517 107,440 

未成工事受入金 2,010,805 744,627 

完成工事補償引当金 2,298 8,618 

工事損失引当金 113,718 62,260 

賞与引当金 1,700,465 577,242 

その他 5,227,456 5,381,192 

流動負債合計 20,870,468 21,491,270 

固定負債

退職給付に係る負債 5,401,152 5,362,469 

役員退職慰労引当金 30,287 27,158 

その他 1,312,866 1,810,457 

固定負債合計 6,744,305 7,200,085 

負債合計 27,614,774 28,691,356 

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 43,249,424 

自己株式 △343,016 △343,016

株主資本合計 46,704,960 47,542,793 

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 2,899,283 

退職給付に係る調整累計額 △78,079 △19,519

その他の包括利益累計額合計 2,561,110 2,879,763 

純資産合計 49,266,070 50,422,556 

負債純資産合計 76,880,845 79,113,913 
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 36,344,076 38,983,589 

売上原価 31,283,947 34,089,844 

売上総利益 5,060,128 4,893,745 

販売費及び一般管理費 3,097,084 3,385,165 

営業利益 1,963,044 1,508,579 

営業外収益

受取利息 668 548 

受取配当金 126,300 137,259 

物品売却益 38,429 8,482 

持分法による投資利益 314,788 313,667 

その他 69,127 52,027 

営業外収益合計 549,314 511,986 

営業外費用

支払利息 28,968 26,992 

その他 9,826 7,964 

営業外費用合計 38,794 34,957 

経常利益 2,473,563 1,985,608 

特別利益

固定資産売却益 658 1,362 

受取保険金 26,613 －

特別利益合計 27,271 1,362 

特別損失

固定資産除売却損 8,046 22,554 

減損損失 － 77,768 

損害賠償金 10,345 －

特別損失合計 18,392 100,323 

税金等調整前四半期純利益 2,482,442 1,886,647 

法人税、住民税及び事業税 281,171 120,271 

法人税等調整額 438,635 375,209 

法人税等合計 719,806 495,481 

四半期純利益 1,762,635 1,391,166 

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 1,762,635 1,391,166 
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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 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 1,762,635 1,391,166 

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △181,791 272,388 

退職給付に係る調整額 △35,381 58,559 

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,815 △12,295

その他の包括利益合計 △219,988 318,652 

四半期包括利益 1,542,646 1,709,819 

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,542,646 1,709,819 

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。

３.　補足情報

部門別受注高及び売上高

前第３四半期連結累計期間(自　2018年4月1日　至　2018年12月31日)

(電気設備工事業） (電気設備工事業）

当第３四半期連結累計期間(自　2019年4月1日　至　2019年12月31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

20,548,931

千円

54.0

構成比率

第３四半期

100.0

13.8

千円 ％

鉄 道 電 気 設 備 21,032,918

5,368,2497,882,605

受　注　高

構成比率

58.7

％

22.5

(不動産賃貸事業)

道 路 設 備

合 計 37,005,781

鉄 道 電 気 設 備

売　上　高

道 路 設 備

93.3

11.2

小 計 33,907,006

送 電 線 4,072,8243,292,461

千円

4,122,368

20,292,084

送 電 線 8.9

鉄 道 電 気 設 備

5,419,729

3,824,061 屋内外電気設備

第３四半期

62.7

道 路 設 備

2020年3月期

2,112,746

鉄 道 電 気 設 備

6,683,730

屋内外電気設備

屋内外電気設備

4,179,611

2,396,488 6.9屋内外電気設備

10.3

18.1

構成比率

％

第３四半期

千円

道 路 設 備

23,205,528

(兼業事業)

(不動産賃貸事業)

送 電 線

小　　　　　計 36,447,445

11.9送 電 線

317,767

9.3

93.5

3,633,446

2,218,376 5.7

受　注　高 売　上　高

2019年3月期

第３四半期

前年同四半期

構成比率2019年3月期

前年同四半期

％

55.8

14.9

当四半期

11.4

324,323

36,344,076

5.8

100.0

0.9

(兼業事業)

16.46,412,830

合 計 35,007,637 100.0 合 計 100.0

0.8

38,983,589
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