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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30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 ％

30年３月期第２四半期 44,552 5.1 490 △55.3 705 △43.6 456 △47.5

29年３月期第２四半期 42,391 26.6 1,096 ― 1,249 ― 869 ―
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 808百万円( ―％) 29年３月期第２四半期 △869百万円( ―％)
　

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

30年３月期第２四半期 18.63 18.57

29年３月期第２四半期 35.49 35.48
　

（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

30年３月期第２四半期 80,777 39,881 49.3 1,623.61

29年３月期 87,920 39,770 45.2 1,620.61
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 39,783百万円 29年３月期 39,710百万円

　

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

29年３月期 ― 10.00 ― 30.00 40.00

30年３月期 ― 10.00

30年３月期(予想) ― 30.00 40.00

(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．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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 110,000 8.7 4,200 7.8 4,400 4.3 3,000 2.2 122.43
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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) 30年３月期２Ｑ 25,282,225株 29年３月期 25,282,225株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 778,979株 29年３月期 778,535株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 24,503,493株 29年３月期２Ｑ 24,504,830株

　

※ 四半期決算短信は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、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。
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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、企業収益や雇用情勢の改善を背景に景気は緩やかな回復基調

が続きましたが、欧米の政策に関する不確実性やアジアにおける地政学的リスクの高まりなどにより、景気の先行

きは不透明な状況となっております。

建設業界におきましては、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた施設やインフラ整備、首都圏の

再開発など拡大傾向が続いている中、一方では資機材の高騰懸念、サプライチェーンの構造変化、技能労働者・技

術者不足などが課題として顕在化している状況で推移しております。

こうした環境の中で、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、完成工事高445億5千2百

万円（前年同四半期比5.1％増）、営業利益4億9千万円（前年同四半期比55.3％減）、経常利益7億5百万円（前年同

四半期比43.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益4億5千6百万円（前年同四半期比47.5％減）となりまし

た。また、受注工事高につきましては、536億2千6百万円（前年同四半期比12.4％減）となりました。

なお、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２四半期連結会計期間における総資産は、807億7千7百万円となり、前連結会計年度に比べ71億4千2百万円減

少しております。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金の減少101億1千6百万円であります。

負債は、408億9千6百万円となり、前連結会計年度に比べ72億5千4百万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40億6千1百万円と短期借入金の減少9億8百万円であります。

純資産は、398億8千1百万円となり、前連結会計年度に比べ1億1千1百万円増加しております。主な要因は、利益

剰余金の減少2億7千8百万円とその他有価証券評価差額金の増加4億6百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期の連結業績予想につきましては、平成29年５月９日に公表しました「平成29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。
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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
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,826 7,831

受取手形・完成工事未収入金 47,164 37,048

電子記録債権 1,700 3,720

有価証券 501 401

未成工事支出金 1,096 1,916

その他のたな卸資産 50 61

繰延税金資産 1,475 1,120

その他 980 1,860

貸倒引当金 △239 △205

流動資産合計 60,556 53,755

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,323 2,258

その他（純額） 1,182 1,221

有形固定資産合計 3,506 3,479

無形固定資産 444 434

投資その他の資産

投資有価証券 20,121 20,521

繰延税金資産 120 113

退職給付に係る資産 78 80

その他 3,187 2,504

貸倒引当金 △95 △112

投資その他の資産合計 23,413 23,107

固定資産合計 27,363 27,022

資産合計 87,920 80,777
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 28,299 24,237

短期借入金 7,834 6,926

未払法人税等 533 193

未成工事受入金 1,099 2,023

工事損失引当金 1,036 438

引当金 192 124

その他 4,616 2,360

流動負債合計 43,613 36,304

固定負債

長期借入金 777 661

繰延税金負債 2,709 2,924

訴訟損失引当金 95 75

退職給付に係る負債 897 883

その他 58 48

固定負債合計 4,536 4,592

負債合計 48,150 40,896

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 21,286 21,007

自己株式 △854 △854

株主資本合計 32,478 32,199

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,959 7,365

為替換算調整勘定 316 256

退職給付に係る調整累計額 △43 △37

その他の包括利益累計額合計 7,232 7,584

新株予約権 59 98

純資産合計 39,770 39,881

負債純資産合計 87,920 80,777

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 10時32分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



新日本空調株式会社(1952) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 5 ―

（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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

完成工事高 42,391 44,552

完成工事原価 38,280 40,423

完成工事総利益 4,110 4,128

販売費及び一般管理費 3,013 3,638

営業利益 1,096 490

営業外収益

受取利息 34 27

受取配当金 159 185

その他 12 41

営業外収益合計 206 253

営業外費用

支払利息 12 20

為替差損 35 10

その他 5 8

営業外費用合計 53 38

経常利益 1,249 705

特別利益

投資有価証券売却益 - 184

訴訟損失引当金戻入額 - 20

特別利益合計 - 204

特別損失

固定資産売却損 4 -

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損 - 0

投資有価証券評価損 0 -

特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純利益 1,244 910

法人税、住民税及び事業税 47 78

法人税等調整額 326 374

法人税等合計 374 453

四半期純利益 869 456

親会社株主に帰属する四半期純利益 869 456
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 869 456

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,379 406

為替換算調整勘定 △358 △60

退職給付に係る調整額 △0 5

その他の包括利益合計 △1,738 351

四半期包括利益 △869 808

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △869 808
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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

平成30年３月期第２四半期 受注工事高・完成工事高・繰越工事高の概況

区分

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30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

受
注
工
事
高

一般設備工事 57,589 94.1 % 50,077 93.4 % △7,512 △13.0 %

（うち海外） (1,472) (2.4) (4,970) (9.3) (3,497) (237.5)

原子力施設設備工事 3,623 5.9 3,548 6.6 △74 △2.1

合計 61,213 100.0 53,626 100.0 △7,586 △12.4

完
成
工
事
高

一般設備工事 38,978 92.0 % 41,400 92.9 % 2,421 6.2 %

（うち海外） (4,607) (10.9) (2,144) (4.8) (△2,463) (△53.5)

原子力施設設備工事 3,412 8.0 3,152 7.1 △260 △7.6

合計 42,391 100.0 44,552 100.0 2,161 5.1

繰
越
工
事
高

一般設備工事 84,915 92.4 % 85,994 91.9 % 1,079 1.3 %

（うち海外） (4,705) (5.1) (6,804) (7.3) (2,098) (44.6)

原子力施設設備工事 6,968 7.6 7,566 8.1 597 8.6

合計 91,883 100.0 93,561 100.0 1,677 1.8
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