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(百万円未満切捨て)

１．2022年８月期第１四半期の業績（2021年９月１日～2021年11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 ％

2022年８月期第１四半期 2,029 1.8 112 △15.5 118 △19.8 100 0.1

2021年８月期第１四半期 1,994 △8.7 133 △45.2 147 △41.8 100 △43.4
　

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

2022年８月期第１四半期 50.43 －

2021年８月期第１四半期 50.37 －
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年８月期第１四半期 9,162 5,645 61.6

2021年８月期 8,771 5,696 64.9
(参考) 自己資本 2022年８月期第１四半期 5,645百万円 2021年８月期 5,696百万円

　

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８月期 － 0.00 － 65.00 65.00

2022年８月期 －

2022年８月期(予想) 0.00 － 45.00 45.00

(注)1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　

2 2021年８月期期末配当金の内訳 普通配当 40円00銭 特別配当 25円00銭

　

３．2022年８月期の業績予想（2021年９月１日～2022年８月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 3,500 △16.5 280 △31.9 280 △35.5 190 △35.7 95.70

通期 7,600 2.6 600 △37.3 610 △38.4 400 △40.2 201.49

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（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 ： 有

　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
　

(注) 詳細につきましては、添付資料８ページ「２.四半期財務諸表及び主な注記 （４）四半期財務諸表に関する
注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（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) 2022年８月期１Ｑ 2,200,000株 2021年８月期 2,200,000株

② 期末自己株式数 2022年８月期１Ｑ 214,785株 2021年８月期 214,485株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年８月期１Ｑ 1,985,215株 2021年８月期１Ｑ 1,985,995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
　(将来に関する記述等についてのご注意）
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、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及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等につきましては、添付資料Ｐ.３「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来
予測情報に関する説明」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１四半期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世界的拡大により、依然として厳し

い状況で経済活動の停滞が続いております。ワクチン接種の促進や感染拡大防止策を講じる中で、各種政策効果や

海外経済に改善の動きが見られますが、国内外の感染再拡大による景気下振れリスクや世界的なサプライチェーン

の混乱による需給バランスの悪化及び金融資本市場の変動など先行きは極めて不透明な状況で推移しております。

建設業界におきましては、政府建設投資及び民間建設投資は一定の水準を維持しておりますが、慢性的な技術労

働者不足と建設資材の価格高騰に伴う建設コストの上昇により受注競争が激化し、依然として厳しい経営環境が続

いております。また、長時間労働等、働き方改革及び生産性向上への取り組みは業界全体での課題となっておりま

す。さらに、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないうえ、政府建設投資及び民間建設投資の動向、景気悪

化による工事の中断等予断を許さない状況が続くものと思われます。

このような状況のもと、当社は、経営の基本方針として「健全なる企業活動を通じ誠意を持って社会に貢献す

る」を掲げ、どのような環境下に置かれても、持続的発展が可能となる企業となり、株主をはじめとしたステーク

ホルダーの期待や信頼に応えるべく、企業価値の向上に向け活動を強化しております。

また、当社は引き続き工事利益率及び営業利益率の向上を目標に、受注時採算性の強化、原価管理及び施工管理

の徹底、諸経費削減などの諸施策を実施してまいりました。

その結果、当第１四半期累計期間の業績につきましては、受注高は前年同四半期比27.6％減少の14億80百万円と

なりましたが、売上高は前年同四半期比1.8％増加の20億29百万円となりました。

損益面におきましては、工事利益率の悪化などから、営業利益は前年同四半期比15.5％減少の１億12百万円、経

常利益も同じく19.8％減少の１億18百万円となりました。最終損益につきましては、破産更生債権等において破産

手続きの廃止が決定したことで、課税所得計算上損金処理されたことにより税金費用が減少したことなどから前年

同四半期比0.1％増加の１億円の四半期純利益となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（設備事業）

設備事業の受注工事高は前年同四半期比27.6％減少の14億80百万円となりました。完成工事高は前年同四半期

比1.8％増加の19億99百万円となりましたが、営業利益は前年同四半期比18.0％減少の１億74百万円となりまし

た。

（太陽光発電事業）

太陽光発電事業の売上高は前年同四半期比1.2％減少の30百万円となりましたが、営業利益は前年同四半期比

63.3％増加の13百万円となりました。

（その他事業）

その他事業の売上高は前年同四半期と同じく０百万円となり、営業利益は前年同四半期比0.2％減少の０百万円

となりました。

なお、各セグメントに配分していないセグメント損益の調整額は、全社費用の75百万円であり、主に各セグメ

ントに帰属しない一般管理費であります。

（２）財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況)

当第１四半期会計期間における資産は、前事業年度末に比べ３億90百万円増加し、91億62百万円となりました。

その要因は、主に現金預金が２億３百万円減少したものの、売上債権が５億93百万円増加したことによるものであ

ります。

負債は、前事業年度末に比べ４億41百万円増加し、35億16百万円となりました。その要因は、主に未払法人税等

が１億65百万円減少したものの、仕入債務が６億36百万円増加したことによるものであります。

また、純資産は、前事業年度末に比べ50百万円減少し、56億45百万円となりました。その要因は、主に配当金支

払いに伴う利益剰余金が28百万円、その他有価証券評価差額金が21百万円それぞれ減少したことによるものであり

ます。
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(キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物は、２億３百万円減少し37億81百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を計上し、仕入債務が増加したものの、売上債権及

び未成工事支出金がそれぞれ増加したことなどから88百万円の支出超過（前年同四半期は８億14百万円の支出超

過）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出から０百万円の支出超過（前年同四半期

は２億66百万円の支出超過）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済及び配当金の支払いなどから１億14百万円の支出超過（前

年同四半期は１億99百万円の支出超過）となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年８月期の業績予想につきましては、現時点において新型コロナウイルス感染症の拡大による影響はないも

のと考えており、2021年10月13日の「2021年８月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」にて公表いたしました第

２四半期累計期間及び通期の業績予想を据え置くこととしますが、もし修正すべき事実が発生した場合速やかに開

示いたします。
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２．四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
(2021年８月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,297,974 4,094,359

受取手形・完成工事未収入金等 1,076,292 1,669,306

未成工事支出金 83,368 172,195

その他 257,787 234,199

貸倒引当金 △11,050 △14,620

流動資産合計 5,704,373 6,155,440

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 1,190,089 1,190,089

減価償却累計額 △774,922 △782,292

建物・構築物（純額） 415,167 407,796

機械及び装置 459,225 459,225

減価償却累計額 △150,950 △160,044

機械及び装置（純額） 308,275 299,181

土地 1,866,005 1,866,005

その他 22,481 22,481

減価償却累計額 △19,425 △19,809

その他（純額） 3,056 2,672

有形固定資産合計 2,592,504 2,575,655

無形固定資産 20,527 19,808

投資その他の資産

投資有価証券 384,800 353,340

繰延税金資産 34,222 26,627

その他 104,835 31,208

貸倒引当金 △69,500 －

投資その他の資産合計 454,357 411,176

固定資産合計 3,067,389 3,006,640

資産合計 8,771,762 9,162,080
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年８月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 1,453,124 2,089,205

1年内返済予定の長期借入金 223,368 180,870

1年内償還予定の社債 80,000 90,000

未払法人税等 169,590 4,134

未成工事受入金 280,150 311,387

完成工事補償引当金 9,000 9,050

賞与引当金 113,480 39,480

役員賞与引当金 16,500 －

その他 129,758 143,038

流動負債合計 2,474,972 2,867,166

固定負債

社債 90,000 170,000

長期借入金 402,400 369,890

退職給付引当金 104,841 106,075

その他 2,893 3,085

固定負債合計 600,135 649,051

負債合計 3,075,107 3,516,217

純資産の部

株主資本

資本金 1,408,600 1,408,600

資本剰余金 26,039 26,039

利益剰余金 4,415,676 4,386,740

自己株式 △189,197 △189,197

株主資本合計 5,661,118 5,632,183

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35,536 13,680

評価・換算差額等合計 35,536 13,680

純資産合計 5,696,655 5,645,863

負債純資産合計 8,771,762 9,162,080
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年９月１日
　至 2020年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年９月１日
　至 2021年11月30日)

売上高

完成工事高 1,963,561 1,999,051

その他の事業売上高 30,975 30,603

売上高合計 1,994,537 2,029,655

売上原価

完成工事原価 1,696,234 1,771,378

その他の事業売上原価 22,744 17,246

売上原価合計 1,718,979 1,788,624

売上総利益 275,558 241,030

販売費及び一般管理費

従業員給料及び手当 47,068 43,315

賞与引当金繰入額 15,990 15,270

退職給付費用 2,989 3,041

貸倒引当金繰入額 10,730 3,570

その他 65,695 63,331

販売費及び一般管理費合計 142,473 128,528

営業利益 133,085 112,501

営業外収益

受取利息 13 1

受取配当金 15 25

仕入割引 277 246

受取地代家賃 2,175 2,215

貸倒引当金戻入額 10 5,148

受取損害保険金 15,780 －

その他 2,261 1,987

営業外収益合計 20,534 9,623

営業外費用

支払利息 3,201 2,090

有価証券償還損 1,011 －

社債発行費 － 1,450

投資有価証券売却損 1,461 －

その他 352 244

営業外費用合計 6,026 3,785

経常利益 147,593 118,339

税引前四半期純利益 147,593 118,339

法人税、住民税及び事業税 14,515 1,018

法人税等調整額 33,047 17,198

法人税等合計 47,562 18,216

四半期純利益 100,030 100,122
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2020年９月１日
　至 2020年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年９月１日
　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 147,593 118,339

減価償却費 19,951 18,268

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,590 △65,930

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △220 50

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,270 △74,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,170 △16,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,272 1,233

受取利息及び受取配当金 △28 △26

支払利息 3,201 2,090

有価証券償還損益（△は益） 1,011 －

投資有価証券売却損益（△は益） 1,461 －

売上債権の増減額（△は増加） △795,028 △590,839

未成工事支出金の増減額（△は増加） △110,691 △88,826

仕入債務の増減額（△は減少） 297,197 636,081

未成工事受入金の増減額（△は減少） △13,772 31,236

未収消費税等の増減額（△は増加） △22,668 △76,202

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,515 △93,395

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 69,500

その他 56,372 199,541

小計 △590,713 70,620

利息及び配当金の受取額 27 31

利息の支払額 △3,220 △2,024

法人税等の支払額 △220,735 △157,549

営業活動によるキャッシュ・フロー △814,642 △88,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300,000 －

無形固定資産の取得による支出 － △700

投資有価証券の売却及び償還による収入 32,860 －

その他 427 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △266,711 △685

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 △70,508 △75,008

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 △20,000 △10,000

配当金の支払額 △109,164 △128,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △199,672 △114,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,281,026 △203,615

現金及び現金同等物の期首残高 4,386,951 3,984,974

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,105,925 3,781,359
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（４）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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と

いう。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。工事契約に関し

て、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用して収益を認識しておりました。これを財又はサービスに対する支配が顧客に一定の

期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間に

わたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日ま

でに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合（インプット法）に基づいて行っておりま

す。なお、契約における開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事につ

いては、代替的な取扱いを適用し、進捗度に応じて収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認

識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半期

会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第１四半期会計期間の期首利益剰余金及び当第１四半期累計期間の損益に与える影響はありませ

ん。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

当社は、「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」

という。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える

影響はありません。
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３．補足情報

（１）受注及び売上の状況

①受注実績（累計）

区分

前第１四半期累計期間
(自 2020年９月１日
　至 2020年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年９月１日
　至 2021年11月30日)

増減
（△は減）

(参考）
前事業年度

（2021年８月期）

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

設備事業

　建築設備工事 1,147,750 56.1 825,270 55.8 △322,480 △28.1 4,356,959 57.5

リニューアル工事 864,934 42.3 620,347 41.9 △244,586 △28.3 2,885,818 38.1

　土木工事 － － － － － － － －

　プラント工事 － － － － － － － －

　ビルケア工事 32,909 1.6 34,441 2.3 1,532 4.7 333,043 4.4

設備事業合計 2,045,593 100.0 1,480,059 100.0 △565,534 △27.6 7,575,820 100.0

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②売上実績（累計）

区分

前第１四半期累計期間
(自 2020年９月１日
　至 2020年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年９月１日
　至 2021年11月30日)

増減
（△は減）

(参考）
前事業年度

（2021年８月期）

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減率
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

設備事業

　建築設備工事 1,080,743 54.2 1,174,911 57.9 94,168 8.7 3,729,687 50.4

　リニューアル工事 797,928 40.0 741,027 36.5 △56,900 △7.1 3,199,542 43.2

　土木工事 － － － － － － － －

　プラント工事 － － － － － － － －

　ビルケア工事 84,890 4.3 83,113 4.1 △1,777 △2.1 336,332 4.5

設備事業合計 1,963,561 98.5 1,999,051 98.5 35,490 1.8 7,265,562 98.1

その他の事業

太陽光発電事業 30,675 1.5 30,303 1.5 △372 △1.2 140,795 1.9

　不動産事業 300 0.0 300 0.0 － － 1,250 0.0

その他の事業合計 30,975 1.5 30,603 1.5 △372 △1.2 142,045 1.9

合計 1,994,537 100.0 2,029,655 100.0 35,117 1.8 7,407,608 100.0

(注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


