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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

28年3月期第3四半期 58,873 8.2 △409 ― △137 ― △223 ―
27年3月期第3四半期 54,403 △0.7 △341 ― 23 ― △15 ―

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 △523百万円 （―％） 27年3月期第3四半期 1,712百万円 （△6.4％）

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

28年3月期第3四半期 △9.04 ―
27年3月期第3四半期 △0.60 ―

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

28年3月期第3四半期 79,196 36,095 45.6 1,472.97
27年3月期 83,652 38,067 45.5 1,508.21
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 36,095百万円 27年3月期 38,067百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

    27年3月期期末配当金の内訳   普通配当   10円00銭   特別配当   5円00銭 

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

27年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
28年3月期 ― 10.00 ―
28年3月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 100,000 15.6 2,900 35.4 3,100 20.8 1,700 17.8 68.89
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(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 

(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 

（注）詳細は添付資料P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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、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いては、添付資料P.2「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。  

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期3Q 25,282,225 株 27年3月期 25,282,225 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 776,809 株 27年3月期 41,844 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 24,726,494 株 27年3月期3Q 25,242,192 株
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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、政府による経済政策や日銀による金融緩和策を背景に、企

業の設備投資の増加や雇用環境の改善など、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、中国およびアジア新

興国の景気下振れ懸念等から、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

建設業界におきましては、企業収益改善に伴う民間設備投資は増加が見込まれる一方で、資機材価格や施工人

員不足に起因する労務費は高騰傾向にあり、引き続き懸念材料が残ります。

こうした環境の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高588億7千3

百万円（前年同四半期比8.2％増）、営業損失4億9百万円（前年同四半期 営業損失3億4千1百万円）、経常損失1億3

千7百万円（前年同四半期 経常利益2千3百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失2億2千3百万円（前年同四

半期 親会社株主に帰属する四半期純損失1千5百万円）となりました。また、受注工事高につきましては、793億6

千1百万円（前年同四半期比6.1％減）となりました。

当社グループの完成工事高は、通常の営業の形態として、工事の完成時期が期末に集中する傾向が強く、一方

で、販売費及び一般管理費などの固定費はほぼ恒常的に発生するため、利益は期末に偏るという季節的変動があ

ります。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間における総資産は、791億9千6百万円となり、前連結会計年度に比べ44億5千5百万円

減少しております。主な要因は、現金預金の減少14億6千7百万円、受取手形・完成工事未収入金の減少18億1千3

百万円、未成工事支出金の増加10億3千9百万円、投資有価証券の減少20億3千4百万円であります。

負債は、431億1百万円となり、前連結会計年度に比べ24億8千3百万円減少しております。主な要因は、支払手

形・工事未払金の減少86億4千3百万円、短期借入金の増加54億5百万円、未成工事受入金の増加14億9千7百万円で

あります。

純資産は、360億9千5百万円となり、前連結会計年度に比べ19億7千2百万円減少しております。主な要因は、利

益剰余金の減少8億4千7百万円、自己株式の取得による減少8億2千5百万円、その他有価証券評価差額金の減少2億

3百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の連結業績予想につきましては、平成27年５月８日に公表しました「平成27年３月期 決算短

信」における業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該

表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表

及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,715 6,247

受取手形・完成工事未収入金 41,476 39,663

未成工事支出金 755 1,795

その他のたな卸資産 80 34

繰延税金資産 1,090 1,083

その他 1,438 1,543

貸倒引当金 △208 △198

流動資産合計 52,348 50,170

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,451 2,318

その他（純額） 855 825

有形固定資産合計 3,306 3,144

無形固定資産 340 291

投資その他の資産

投資有価証券 24,572 22,538

繰延税金資産 58 85

その他 3,351 3,131

貸倒引当金 △326 △165

投資その他の資産合計 27,656 25,589

固定資産合計 31,303 29,026

資産合計 83,652 79,196
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 32,520 23,877

短期借入金 3,855 9,260

未払法人税等 225 144

未成工事受入金 907 2,404

工事損失引当金 1,045 1,051

引当金 137 130

その他 2,464 1,506

流動負債合計 41,156 38,374

固定負債

長期借入金 - 400

繰延税金負債 3,500 3,476

退職給付に係る負債 796 758

その他 130 92

固定負債合計 4,428 4,726

負債合計 45,584 43,101

純資産の部

株主資本

資本金 5,158 5,158

資本剰余金 6,887 6,887

利益剰余金 17,232 16,384

自己株式 △26 △852

株主資本合計 29,251 27,579

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,104 7,901

為替換算調整勘定 609 518

退職給付に係る調整累計額 102 96

その他の包括利益累計額合計 8,815 8,516

純資産合計 38,067 36,095

負債純資産合計 83,652 79,196
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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 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

完成工事高 54,403 58,873

完成工事原価 50,394 54,856

完成工事総利益 4,009 4,016

販売費及び一般管理費 4,350 4,426

営業損失（△） △341 △409

営業外収益

受取利息 63 92

受取配当金 209 220

為替差益 18 -

その他 108 30

営業外収益合計 399 343

営業外費用

支払利息 22 19

為替差損 - 41

その他 12 9

営業外費用合計 34 71

経常利益又は経常損失（△） 23 △137

特別利益

固定資産売却益 - 4

投資有価証券売却益 5 138

投資有価証券償還益 - 54

特別利益合計 5 198

特別損失

固定資産除却損 9 0

投資有価証券評価損 - 88

独占禁止法関連損失 140 -

特別損失合計 149 88

税金等調整前四半期純損失（△） △120 △28

法人税、住民税及び事業税 72 130

法人税等調整額 △178 64

法人税等合計 △105 195

四半期純損失（△） △15 △223

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △15 △223
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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 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純損失（△） △15 △223

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,672 △203

為替換算調整勘定 58 △90

退職給付に係る調整額 △3 △5

その他の包括利益合計 1,727 △299

四半期包括利益 1,712 △523

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,712 △523
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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。

４．補足情報

平成28年３月期第３四半期受注の概況

区分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

増減
（百万円）

増減率

金額
（百万円）

構成比
金額

（百万円）
構成比

一般空調工事 78,558 92.9 % 73,288 92.3 % △5,269 △6.7 %

（うち海外） (3,780) (4.5) (7,177) (9.0) (3,396) (89.9)

原子力施設空調工事 5,966 7.1 6,072 7.7 105 1.8

合計 84,524 100.0 79,361 100.0 △5,163 △6.1
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