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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第３四半期 122,849 △1.6 4,486 △22.5 6,121 △19.7 3,405 △37.6

2021年３月期第３四半期 124,834 12.1 5,791 59.1 7,621 38.3 5,455 150.7
(注) 包括利益 2022年３月期第３四半期 3,078百万円(△59.6％) 2021年３月期第３四半期 7,619百万円( 640.2％)
　

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３四半期 61.58 61.52

2021年３月期第３四半期 98.11 97.96
　

　

（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 ％

2022年３月期第３四半期 268,114 213,880 78.6

2021年３月期 276,519 218,747 77.6
(参考) 自己資本 2022年３月期第３四半期 210,848百万円 2021年３月期 214,706百万円
　

　

　

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 － 52.00 － 52.00 104.00

2022年３月期 － 52.00 －

2022年３月期(予想) 52.00 104.00
(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４月１日～2022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 189,000 2.4 9,500 0.2 11,700 △1.7 6,800 △16.3 123.50
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

　

（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 ： 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)詳細は、添付資料Ｐ．８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結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。

　

（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３Ｑ 58,138,117株 2021年３月期 58,138,117株

② 期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 3,075,857株 2021年３月期 2,666,664株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 55,293,287株 2021年３月期３Ｑ 55,601,747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、実際の実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いては、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算
に関する定性的情報(３)連結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。

　

　　



　 (参考)個別業績予想

　 2022年３月期の個別業績予想(2021年４月１日～2022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 150,000 1.0 8,200 0.8 10,400 △1.3 6,500 △16.8 118.05

　(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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３四半期累計期間の事業環境は、公共投資は高水準にあるものの、厳しい受注競争や人手不足、原材料価格の

高騰に加え、コロナ禍の影響により民間設備投資の縮小や先送りが懸念される状況にありました。

こうした中、当社グループは、中期経営計画2024〔2021～2024年度〕に基づき、中国地域の基盤強化や都市圏の事

業拡大、業務改革の推進等の諸施策を進めてまいりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。

売上高は、一部大型工事の進捗の遅れや屋内電気工事の減少などにより、前年同期に比べ減収となりました。

営業利益は、原価低減に努めたものの、売上高の減少に伴う売上総利益の減少に加え、外注費の増加など売上原価

が増加したことなどにより前年同期に比べ減益、また経常利益は、営業利益の減少などにより前年同期に比べ減益と

なりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、経常利益の減少に加え投資有価証券売却益の減少などにより、前年同期を

下回りました。

[連結業績］

（単位：百万円、％）

区 分
前年同期

(2020.４.１～
2020.12.31)

当第３四半期
(2021.４.１～
2021.12.31)

増減額 増減率

売 上 高 124,834 122,849 △1,985 △1.6

営 業 利 益 5,791 4,486 △1,304 △22.5

経 常 利 益 7,621 6,121 △1,500 △19.7

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,455 3,405 △2,050 △37.6

［個別業績］

（単位：百万円、％）

区 分
前年同期

(2020.４.１～
2020.12.31)

当第３四半期
(2021.４.１～
2021.12.31)

増減額 増減率

売 上 高 99,601 98,787 △813 △0.8

営 業 利 益 5,046 4,055 △990 △19.6

経 常 利 益 6,897 5,950 △946 △13.7

四 半 期 純 利 益 5,367 3,693 △1,674 △31.2

（２）財政状態に関する説明

　総資産は2,681億１千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ84億５百万円の減少となりました。これは、有価証

券の減少87億１千３百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少83億３百万円、未成工事支出金の増加75億５千８

百万円、現金預金の増加16億５千２百万円などによるものです。

　負債は542億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億３千９百万円の減少となりました。これは、支払手

形・工事未払金等の減少41億８千１百万円、未払法人税等の減少19億５千８百万円、未成工事受入金の増加36億２千

９百万円などによるものです。

　純資産は2,138億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ48億６千６百万円の減少となりました。これは、利益剰

余金の減少23億５千８百万円、非支配株主持分の減少９億５千７百万円、自己株式取得等による減少９億２千５百万

円などによるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の事業環境は、資源の高騰や製造業における部品の調達難に加え、コロナ感染第６波による影響など不透明な

状況にあります。

このような状況のもと、当社グループは、中国地域の基盤強化、都市圏の事業拡大に引き続き取り組み、受注の拡

大・施工体制を強化してまいります。また、施工の効率化、コスト低減、ＤＸによる生産性向上に加え、カーボンニ

ュートラルに向けて自社の脱炭素化とともに、自家消費型太陽光ＰＰＡ事業などお客様への脱炭素化支援事業を推進

してまいります。

なお、通期の業績予想につきましては、2021年10月29日の公表値から下記のとおり修正します。

【増減理由】

売上高は、前回予想値からの変更はありません。営業利益は、売上原価の増加により前回予想値を下回る見込みと

なるものの、経常利益や親会社株主に帰属する当期純利益は、営業外収益の増加により前回予想値からの変更はあり

ません。

　2022年３月期通期 連結業績予想数値の修正(2021年４月１日～2022年３月31日)

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

前回発表予想(Ａ)
　 百万円

189,000
　 百万円

9,700
　 百万円

11,700
　 百万円

6,800
　 円 銭

123.64

今回修正予想(Ｂ) 189,000 9,500 11,700 6,800 123.50

増減額(Ｂ-Ａ) ― △200 ― ― ―

増減率(％) ― △2.1 ― ― ―

(参考)前期実績
(2021年３月期)

184,482 9,482 11,899 8,119 146.13

(参考)

個別の業績予想につきましても、2021年10月29日の公表値から下記のとおり修正します。

2022年３月期通期 個別業績予想数値の修正（2021年４月１日～2022年３月31日）

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

前回発表予想(Ａ)
　 百万円

150,000
　 百万円

8,600
　 百万円

10,600
　 百万円

6,700
　 円 銭

121.82

今回修正予想(Ｂ) 150,000 8,200 10,400 6,500 118.05

増減額(Ｂ-Ａ) ― △400 △200 △200 ―

増減率(％) ― △4.7 △1.9 △3.0 ―

(参考)前期実績
(2021年３月期)

148,443 8,131 10,538 7,816 140.67
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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：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 18,625 20,277

受取手形・完成工事未収入金等 57,162 48,858

有価証券 19,146 10,432

未成工事支出金 7,512 15,070

材料貯蔵品 1,446 1,260

商品及び製品 1,955 3,007

その他 2,485 2,144

貸倒引当金 △79 △69

流動資産合計 108,253 100,983

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 17,058 16,764

土地 16,112 16,111

その他（純額） 2,207 2,212

有形固定資産合計 35,378 35,088

無形固定資産

のれん 3,879 3,300

その他 5,320 5,030

無形固定資産合計 9,199 8,330

投資その他の資産

投資有価証券 112,321 112,193

退職給付に係る資産 187 644

その他 11,278 10,966

貸倒引当金 △99 △92

投資その他の資産合計 123,688 123,711

固定資産合計 168,266 167,130

資産合計 276,519 268,114
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 32,618 28,437

未払法人税等 2,158 199

未成工事受入金 4,348 7,978

完成工事補償引当金 51 56

工事損失引当金 47 165

役員賞与引当金 73 －

その他 4,700 3,136

流動負債合計 43,997 39,973

固定負債

長期借入金 532 334

役員退職慰労引当金 241 210

退職給付に係る負債 11,400 12,224

その他 1,600 1,489

固定負債合計 13,774 14,259

負債合計 57,772 54,233

純資産の部

株主資本

資本金 3,481 3,481

資本剰余金 204 214

利益剰余金 207,350 204,991

自己株式 △5,261 △6,187

株主資本合計 205,775 202,500

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,682 8,054

繰延ヘッジ損益 △233 △255

為替換算調整勘定 △83 293

退職給付に係る調整累計額 565 255

その他の包括利益累計額合計 8,931 8,348

新株予約権 157 106

非支配株主持分 3,882 2,924

純資産合計 218,747 213,880

負債純資産合計 276,519 268,114
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

売上高 124,834 122,849

売上原価 107,722 107,088

売上総利益 17,112 15,761

販売費及び一般管理費 11,321 11,274

営業利益 5,791 4,486

営業外収益

受取利息 473 407

受取配当金 562 555

物品売却益 248 448

その他 665 539

営業外収益合計 1,950 1,951

営業外費用

支払利息 0 0

持分法による投資損失 73 101

支払手数料 8 199

その他 37 14

営業外費用合計 119 316

経常利益 7,621 6,121

特別利益

固定資産処分益 4 32

投資有価証券売却益 794 9

受取和解金 200 －

特別利益合計 998 42

特別損失

固定資産処分損 18 32

投資有価証券評価損 61 －

関係会社株式評価損 － 321

特別損失合計 80 354

税金等調整前四半期純利益 8,540 5,809

法人税等 2,965 2,160

四半期純利益 5,574 3,648

非支配株主に帰属する四半期純利益 119 243

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,455 3,405
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

四半期純利益 5,574 3,648

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,288 △628

為替換算調整勘定 △50 57

退職給付に係る調整額 △82 △310

持分法適用会社に対する持分相当額 △110 311

その他の包括利益合計 2,044 △570

四半期包括利益 7,619 3,078

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,505 2,821

非支配株主に係る四半期包括利益 114 256
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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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

　税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「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。）等を第１四半期連結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。

　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、第１四半期連結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、第１四半

期連結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。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識

会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変

更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四

半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は７千９百万円減少し、売上原価は７千８百万円減少し、営業

利益は１百万円減少しておりますが、営業外費用が１百万円減少したため、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

　なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「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。）等を第１四半期連結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、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。
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３．補足情報

　個別業績の概要
　

(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 ％

2022年３月期第３四半期 98,787 △0.8 4,055 △19.6 5,950 △13.7 3,693 △31.2

2021年３月期第３四半期 99,601 1.1 5,046 40.2 6,897 25.0 5,367 459.2

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３四半期 66.80 66.73

2021年３月期第３四半期 96.53 96.38

(２)個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 245,391 206,179 84.0
2021年３月期 256,228 209,807 81.8

(参考) 自己資本 2022年３月期第３四半期 206,073百万円 2021年３月期 209,649百万円

(３)個別の部門別受注高及び売上高の実績、次期繰越高

①受注高 (単位：百万円、％)

区 分
2021年３月期第３四半期 2022年３月期第３四半期

比較増減 増減率
金額 構成比 金額 構成比

屋内電気工事 55,357 46.2 52,114 47.4 △3,242 △5.9

空調管工事 25,688 21.5 24,308 22.1 △1,379 △5.4

情報通信工事 10,462 8.7 7,224 6.6 △3,238 △30.9

配電線工事 20,701 17.3 21,224 19.3 523 2.5

送変電地中線工事 7,555 6.3 5,111 4.6 △2,444 △32.4

合 計 119,764 100.0 109,983 100.0 △9,781 △8.2

②売上高 (単位：百万円、％)

区 分
2021年３月期第３四半期 2022年３月期第３四半期

比較増減 増減率
金額 構成比 金額 構成比

屋内電気工事 48,539 48.7 44,913 45.5 △3,626 △7.5

空調管工事 19,570 19.7 19,318 19.6 △251 △1.3

情報通信工事 6,092 6.1 7,536 7.6 1,443 23.7

配電線工事 20,335 20.4 21,345 21.6 1,010 5.0

送変電地中線工事 5,062 5.1 5,673 5.7 610 12.1

合 計 99,601 100.0 98,787 100.0 △813 △0.8

③次期繰越高 (単位：百万円、％)

区 分
2021年３月期第３四半期 2022年３月期第３四半期

比較増減 増減率
金額 構成比 金額 構成比

屋内電気工事 65,962 60.6 61,691 57.6 △4,271 △6.5

空調管工事 27,128 24.9 30,806 28.7 3,677 13.6

情報通信工事 7,682 7.0 8,877 8.3 1,194 15.5

配電線工事 641 0.6 184 0.2 △457 △71.3

送変電地中線工事 7,482 6.9 5,626 5.2 △1,855 △24.8

合 計 108,897 100.0 107,186 100.0 △1,711 △1.6
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(４)個別の得意先別受注高及び売上高の実績

①受注高 (単位：百万円、％)

区 分
2021年３月期第３四半期 2022年３月期第３四半期

比較増減 増減率
金額 構成比 金額 構成比

中国電力グループ※ 28,201 23.6 27,175 24.7 △1,026 △3.6

一般得意先 91,562 76.4 82,808 75.3 △8,754 △9.6

合 計 119,764 100.0 109,983 100.0 △9,781 △8.2

②売上高 (単位：百万円、％)

区 分
2021年３月期第３四半期 2022年３月期第３四半期

比較増減 増減率
金額 構成比 金額 構成比

中国電力グループ※ 25,883 26.0 26,948 27.3 1,064 4.1

一般得意先 73,717 74.0 71,839 72.7 △1,878 △2.5

合 計 99,601 100.0 98,787 100.0 △813 △0.8

※中国電力グループ：中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社

(５)個別の部門別受注高及び売上高の予想

2022年３月期(2021年４月１日～2022年３月31日) (単位：百万円、％)

区 分
受注高 売上高

金額 構成比 金額 構成比

屋内電気工事 75,300 49.9 69,200 46.1

空調管工事 30,800 20.4 31,300 20.9

情報通信工事 8,500 5.6 12,400 8.3

配電線工事 28,800 19.1 29,000 19.3

送変電地中線工事 7,600 5.0 8,100 5.4

合 計 151,000 100.0 150,000 100.0

(注) 当期より「送変電工事」を「送変電地中線工事」に名称変更しております。
　 また、「配電線工事」に含めていた地中線関連工事を「送変電地中線工事」に含めております。そのため、前

年同四半期「配電線工事」に含めていた地中線関連工事を「送変電地中線工事」に組替えて表示しております。

　


