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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年３月21日～2021年９月20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 ％

2022年３月期第２四半期 22,281 11.0 1,826 36.0 2,006 33.8 1,429 42.1

2021年３月期第２四半期 20,067 △19.8 1,342 △30.4 1,499 △26.4 1,006 △26.9
(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 1,237百万円( △33.9％)2021年３月期第２四半期 1,872百万円( 39.2％)
　

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

2022年３月期第２四半期 55.73 －

2021年３月期第２四半期 39.01 －
　　

（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

2022年３月期第２四半期 43,774 32,481 74.1 1,264.76

2021年３月期 44,408 31,628 71.1 1,231.40
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 32,447百万円 2021年３月期 31,592百万円
　　　

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

2021年３月期 － 0.00 － 15.00 15.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期(予想) － 15.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年３月21日～2022年３月20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 43,500 △0.6 2,930 △4.9 3,230 △4.1 2,180 △4.7 84.74
(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 ： 無
　　

（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) 2022年３月期２Ｑ 26,927,652株 2021年３月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 1,272,178株 2021年３月期 1,271,972株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 25,655,610株 2021年３月期２Ｑ 25,793,392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。業績予想
に関する事項については、決算短信（添付資料）の２ページをご覧ください。
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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、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として経済

活動に制限がかかる状況が続いているものの、感染防止対策の徹底やワクチン接種の推進など各種政策の効果や

海外経済の改善もあり、一部では弱さが残りますが、持ち直しの動きがみられています。

　建設業界においては、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として慎重な動きが続いているなか、公共

投資は関連予算の執行により堅調に推移しており、民間設備投資においてもやや持ち直しの動きがみられます。

一方、技能労働者の高齢化による生産能力への影響、生産システム改革の遅れが長期化してきており、当社グル

ープを取り巻く経営環境の先行きは依然として楽観できない状況にあります。

　このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用したビジネ

スモデルにより市場に寄り添った営業活動、デジタル技術を活用した生産システムの改革等、業態変革を図って

きました。この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が前年同四半期比9.0％減の229億３千７

百万円、完成工事高が前年同四半期比11.0％増の222億８千１百万円、営業利益が前年同四半期比36.0％増の18億

２千６百万円、経常利益が前年同四半期比33.8％増の20億６百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益が前年

同四半期比42.1％増の14億２千９百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比６億３千４百万円（1.4％）減の437億７千

４百万円となりました。資産の部については、主として受取手形・完成工事未収入金及び未成工事支出金等が減

少したことによります。

負債の部については、前連結会計年度末比14億８千７百万円（11.6％）減の112億９千３百万円となりました。

これは、主として工事未払金が減少したことによります。

純資産の部については、前連結会計年度末比８億５千２百万円（2.7％）増の324億８千１百万円となりまし

た。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した結果、利益剰余金が増加したことによりま

す。

②キャッシュ・フローの分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、26億７千４百万円の増加（前年同四半期比32億４千６百万円の減少）

となりました。これは、主として売上債権の減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億３千６百万円の増加（前年同四半期比９億６百万円の減少）とな

りました。これは、主として投資有価証券の償還による収入によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億９千３百万円の減少（前年同四半期比１億１百万円の減少）とな

りました。これは、主として配当金の支払額によるものです。

この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度末比24億１千７百万円

の増加（前年同四半期比10億８千３百万円の増加）の93億９千１百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績見通しについては、2021年４月27日付決算短信において発表した予想を変更していません。
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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
(2021年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,228,125 9,376,182

受取手形・完成工事未収入金 15,864,968 13,506,993

有価証券 658,662 721,605

未成工事支出金等 2,145,866 1,874,845

その他 636,772 754,587

貸倒引当金 △340 △340

流動資産合計 26,534,054 26,233,875

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,979,355 2,932,792

その他（純額） 3,160,597 3,209,198

有形固定資産合計 6,139,953 6,141,990

無形固定資産

のれん 40,130 24,078

その他 474,659 495,923

無形固定資産合計 514,790 520,001

投資その他の資産

長期性預金 54,550 －

投資有価証券 10,015,848 9,669,884

退職給付に係る資産 816,136 884,657

その他 333,481 324,148

投資その他の資産合計 11,220,016 10,878,689

固定資産合計 17,874,759 17,540,682

資産合計 44,408,814 43,774,557

負債の部

流動負債

工事未払金 6,190,930 5,654,354

1年内返済予定の長期借入金 18,270 18,376

未払法人税等 533,160 515,531

未成工事受入金 2,107,867 2,074,115

賞与引当金 956,711 538,136

工事損失引当金 53,681 790

引当金 65,600 67,128

その他 1,508,632 979,421

流動負債合計 11,434,854 9,847,854

固定負債

長期借入金 326,298 317,100

役員退職慰労引当金 255,509 261,812

その他 764,032 866,704

固定負債合計 1,345,840 1,445,618

負債合計 12,780,695 11,293,472
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月20日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,730,586 4,730,586

利益剰余金 19,825,965 20,870,900

自己株式 △588,892 △589,054

株主資本合計 28,967,660 30,012,432

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,101,046 1,948,163

退職給付に係る調整累計額 523,717 487,298

その他の包括利益累計額合計 2,624,764 2,435,461

非支配株主持分 35,694 33,190

純資産合計 31,628,118 32,481,084

負債純資産合計 44,408,814 43,774,557
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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 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月21日
　至 2021年９月20日)

完成工事高 20,067,283 22,281,754

完成工事原価 17,874,431 19,497,868

完成工事総利益 2,192,852 2,783,885

販売費及び一般管理費 850,214 957,621

営業利益 1,342,637 1,826,264

営業外収益

受取利息 16,926 34,406

受取配当金 128,104 132,738

受取賃貸料 20,203 22,151

その他 25,956 19,455

営業外収益合計 191,190 208,752

営業外費用

支払利息 8,678 9,027

賃貸費用 15,431 12,680

投資有価証券償還損 7,144 480

その他 2,937 5,928

営業外費用合計 34,191 28,116

経常利益 1,499,636 2,006,900

特別利益

移転補償金 － 116,752

特別利益合計 － 116,752

特別損失

固定資産処分損 － 15,168

投資有価証券評価損 － 2

特別損失合計 － 15,171

税金等調整前四半期純利益 1,499,636 2,108,481

法人税、住民税及び事業税 236,074 473,474

法人税等調整額 259,864 207,741

法人税等合計 495,939 681,215

四半期純利益 1,003,697 1,427,265

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,541 △2,504

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,006,238 1,429,769
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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 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月21日
　至 2021年９月20日)

四半期純利益 1,003,697 1,427,265

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 895,584 △152,882

退職給付に係る調整額 △26,998 △36,419

その他の包括利益合計 868,585 △189,302

四半期包括利益 1,872,282 1,237,963

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,874,824 1,240,467

非支配株主に係る四半期包括利益 △2,541 △2,504
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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 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月21日
　至 2021年９月20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 1,499,636 2,108,481

減価償却費 174,831 198,615

のれん償却額 16,052 16,052

受取利息及び受取配当金 △145,031 △167,145

支払利息 8,678 9,027

投資有価証券償還損益（△は益） 7,144 480

投資有価証券評価損益（△は益） － 2

移転補償金 － △116,752

売上債権の増減額（△は増加） 6,242,317 2,357,974

たな卸資産の増減額（△は増加） 831,652 271,020

仕入債務の増減額（△は減少） △2,514,316 △536,576

未成工事受入金の増減額（△は減少） 752,653 △33,751

その他 △273,656 △1,216,486

小計 6,599,961 2,890,942

利息及び配当金の受取額 144,472 167,145

利息の支払額 △8,728 △9,027

移転補償金の受取額 － 116,752

法人税等の支払額 △814,038 △491,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,921,666 2,674,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

拘束性預金の純増減額（△は増加） － 50,000

有価証券の取得による支出 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △574,470 △180,105

無形固定資産の取得による支出 △28,084 △56,980

投資有価証券の取得による支出 △317,366 △111,088

投資有価証券の償還による収入 46,168 322,752

その他 103,280 211,519

投資活動によるキャッシュ・フロー △770,471 136,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △8,900 △9,091

自己株式の取得による支出 △99,942 △162

配当金の支払額 △386,643 △384,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △495,486 △393,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,655,708 2,417,300

現金及び現金同等物の期首残高 3,652,025 6,974,416

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,307,733 9,391,716
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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。
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３．補足情報

（１）連結受注実績内訳

　 （単位：千円）

区 分
2021年３月期 2022年３月期

比 較 増 減 増減率
第２四半期 第２四半期

建 築 ・ 土 木 861,784 (3.4%) 3,023,502 (13.2%) 2,161,717 250.8 %

空 調 ・ 衛 生 15,168,315 (60.2) 13,334,855 (58.1) △1,833,459 △12.1

電 気 ・ 通 信 2,440,497 (9.7) 2,671,544 (11.7) 231,046 9.5

水 処 理 プ ラ ン ト 5,743,182 (22.8) 2,877,900 (12.5) △2,865,282 △49.9

冷 凍 ・ 冷 蔵 979,670 (3.9) 1,029,565 (4.5) 49,895 5.1

合 計 25,193,450 (100.0) 22,937,368 (100.0) △2,256,082 △9.0

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率

（２）個別受注実績内訳

　 （単位：千円）

区 分
2021年３月期 2022年３月期

比 較 増 減 増減率
第２四半期 第２四半期

建 築 ・ 土 木 615,571 (2.7%) 3,270,411 (15.6%) 2,654,839 431.3 %

空 調 ・ 衛 生 14,412,098 (64.3) 12,610,467 (60.3) △1,801,631 △12.5

電 気 ・ 通 信 701,683 (3.1) 1,153,671 (5.5) 451,988 64.4

水 処 理 プ ラ ン ト 5,723,914 (25.5) 2,857,514 (13.7) △2,866,399 △50.1

冷 凍 ・ 冷 蔵 979,670 (4.4) 1,029,565 (4.9) 49,895 5.1

合 計 22,432,938 (100.0) 20,921,631 (100.0) △1,511,307 △6.7

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率

　


