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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 115,981 26.6 1,415 － 2,532 － 1,488 －
25年３月期第２四半期 91,625 △11.6 △2,213 － △1,514 － △1,561 －

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,936百万円( －％) 25年３月期第２四半期 △2,288百万円( －％)

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

26年３月期第２四半期 20.38 －
25年３月期第２四半期 △21.37 －

（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 ％

26年３月期第２四半期 212,143 97,856 45.5
25年３月期 211,944 95,950 44.8

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 96,487百万円 25年３月期 94,956百万円

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

25年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00

26年３月期 － 5.00

26年３月期(予想) － 5.00 10.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 258,000 7.8 5,000 14.4 5,800 1.0 3,000 4.1 41.08
(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

  (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.3「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

（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 ： 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) 26年３月期２Ｑ 83,005,819株 25年３月期 83,005,819株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 9,982,011株 25年３月期 9,975,440株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 73,027,204株 25年３月期２Ｑ 73,073,612株

※ 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.3「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご欄ください。



 

 
（参考）平成26年3月期の個別業績予想 (平成25年4月１日～平成26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 

 
通  期 

百万円  ％ 

247,000  11.3 
百万円  ％

4,300   42.6
百万円  ％

5,200   19.4
百万円  ％ 

2,800   24.4 
円 銭 

38.33

（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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当第２四半期におけるわが国の経済は、政府の経済対策による公共投資の増加や、堅調な国内需要と

輸出環境の改善を受けて、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが見られるなど、景気は緩やかに回復

しつつあります。 

建設業界におきましても、公共事業や住宅建設の増加に加え、民間設備投資も緩やかに回復するな

ど、明るい兆しが見えてまいりました。 

このような状況のもと、当社グループは、現場第一線の強化と生産性の向上に向けた体制を整備し、

組織的な連携によるきめ細かな営業活動と徹底した原価低減を推し進めて、収益力の向上に取り組んで

まいりました。 

また、エネルギーに対する社会的関心と需要の高まりを捉え、省エネルギー・設備リニューアル関連

工事や再生可能エネルギー関連工事の受注拡大を目指し、営業・技術一体となって技術提案営業を展開

いたしました。 

以上のような事業運営の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、前年同期を大きく上回り、下記

の通りとなりました。 

  

〔連結業績〕 
 

  

資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等の売掛債権などが減少したものの、手持工事の進捗に伴

い、未成工事支出金が増加したことに加え、太陽光発電設備への投資による固定資産の増加などから、

前連結会計年度末に比べ、1億98百万円増加し、2,121億43百万円となりました。 

負債合計は、手持工事の進捗に伴い、未成工事受入金は増加しましたが、仕入債務の決済による支払

手形・工事未払金等の減少などから、前連結会計年度末に比べ、17億７百万円減少し、1,142億86百万

円となりました。 

純資産合計は、配当金の支払があったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したこと

などから、前連結会計年度末に比べ、19億６百万円増加し、978億56百万円となりました。 

  

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

工事受注高 1,661億 79百万円 （前年同期実績 1,303億 5百万円）

売 上 高 1,159億 81百万円 （前年同期実績  916億 25百万円）

営業利益 14億 15百万円 （前年同期実績 営業損失 22億 13百万円）

経常利益 25億 32百万円 （前年同期実績 経常損失 15億 14百万円）

四半期純利益 14億 88百万円 （前年同期実績 四半期純損失 15億 61百万円）

（２）財政状態に関する説明
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今後の経済見通しにつきましては、堅調な国内需要と海外経済の持ち直しを背景に、景気は緩やかな

回復を続けていくものと予想されます。 

建設業界におきましては、公共投資の増加や民間設備投資の回復に加え、政府の新たな経済対策やオ

リンピックの東京開催決定に伴う波及効果など、今後、国内建設需要の大きな伸びが期待されています

が、一方で、資材価格や職人不足による労務費の高騰など、建設コストの上昇が懸念されます。 

このような状況の中で、当社グループは、今後予測される建設市場の動きを的確に捉え、受注競争を

勝ち抜くための営業力、技術力、コスト力を一層強化して、業容の拡大を目指します。 

また、アフターメンテナンス体制の拡充や技術提案力の強化によって、市場シェアの拡大を図るとと

もに、効率的な施工体制の整備や原価低減の徹底による採算性の向上に努め、業績のさらなる伸長を目

指してまいります。 

  

なお、業績予想につきましては、前回発表（平成25年４月26日）から変更ありません。 

  

 

  

該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

当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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 19,589 19,416

受取手形・完成工事未収入金等 75,295 58,540

有価証券 263 368

未成工事支出金 7,550 14,616

不動産事業支出金 1,075 1,342

商品 231 375

材料貯蔵品 554 636

繰延税金資産 2,909 2,944

その他 2,745 4,197

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 110,211 102,436

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 32,161 31,823

土地 26,942 27,141

その他（純額） 9,382 13,420

有形固定資産合計 68,485 72,385

無形固定資産   

のれん 15 2,576

その他 1,306 1,205

無形固定資産合計 1,322 3,782

投資その他の資産   

投資有価証券 22,912 24,393

長期貸付金 365 341

繰延税金資産 6,064 5,812

その他 3,513 3,917

貸倒引当金 △930 △925

投資その他の資産合計 31,924 33,539

固定資産合計 101,732 109,707

資産合計 211,944 212,143
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 62,598 51,194

短期借入金 7,758 1,036

未払法人税等 870 1,203

未成工事受入金 8,047 17,302

工事損失引当金 539 957

その他 6,500 5,018

流動負債合計 86,315 76,713

固定負債   

長期借入金 5,040 13,790

リース債務 2,248 2,283

退職給付引当金 20,584 19,855

役員退職慰労引当金 138 131

その他 1,667 1,512

固定負債合計 29,678 37,572

負債合計 115,994 114,286

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,901 7,901

資本剰余金 7,889 7,889

利益剰余金 82,260 83,383

自己株式 △4,420 △4,423

株主資本合計 93,631 94,751

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,376 1,910

為替換算調整勘定 △51 △174

その他の包括利益累計額合計 1,325 1,736

少数株主持分 994 1,369

純資産合計 95,950 97,856

負債純資産合計 211,944 212,143
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高   

完成工事高 88,570 111,607

その他の事業売上高 3,055 4,373

売上高合計 91,625 115,981

売上原価   

完成工事原価 82,541 101,692

その他の事業売上原価 2,550 3,690

売上原価合計 85,092 105,382

売上総利益   

完成工事総利益 6,028 9,915

その他の事業総利益 505 683

売上総利益合計 6,533 10,598

販売費及び一般管理費 8,746 9,182

営業利益又は営業損失（△） △2,213 1,415

営業外収益   

受取利息 22 38

受取配当金 119 514

持分法による投資利益 － 0

受取保険金及び配当金 432 325

その他 409 473

営業外収益合計 983 1,352

営業外費用   

支払利息 174 198

持分法による投資損失 83 －

その他 26 37

営業外費用合計 284 236

経常利益又は経常損失（△） △1,514 2,532
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 46 35

投資有価証券売却益 14 56

負ののれん発生益 1 16

特別利益合計 62 108

特別損失   

固定資産処分損 3 54

投資有価証券評価損 487 6

その他 65 －

特別損失合計 557 60

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,008 2,580

法人税等 △451 1,057

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,557 1,522

少数株主利益 4 34

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,561 1,488
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,557 1,522

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △723 530

為替換算調整勘定 0 △123

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 6

その他の包括利益合計 △731 414

四半期包括利益 △2,288 1,936

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,290 1,899

少数株主に係る四半期包括利益 2 37
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

                             (百万円未満切捨て)

平成26年３月期第２四半期の個別業績 (平成25年４月１日～平成25年９月30日) 

(1) 個別経営成績（累計）                              (％表示は、対前年同四半期増減率) 

 
(2) 個別財政状態 

 
（注）参考として開示した個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

５．参考

個別業績の概要

  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  ％

26年３月期第２四半期
25年３月期第２四半期

108,219    25.9
85,963  △10.0

1,133   －
△2,298   －

2,338   －
△1,408   －

1,418   －
△1,334   －

                         

 
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   
26年３月期第２四半期
25年３月期第２四半期

  19.41
 △18.26

―
―

 

         

  総 資 産 純 資 産 自己資本比率  
  

  百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期
25年３月期

192,119
193,423

80,511
78,947

41.9
40.8
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①売上高 

 
  

②工事受注高 

 
  

①売上高 

 
  

②工事受注高 

 
  

③期末手持工事高 

 
  

６．補足情報

（１）連結業績の部門別内訳

期 別

 

部門別

前年同四半期連結累計期間

(24.4～24.9)

当四半期連結累計期間

(25.4～25.9)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 23,281 25.4 21,579 18.6 △1,702 △7.3

屋内線工事 40,256 44.0 63,583 54.8 23,326 57.9

空調管工事 25,031 27.3 26,445 22.8 1,413 5.6

設備工事業計 88,570 96.7 111,607 96.2 23,037 26.0

その他の事業 3,055 3.3 4,373 3.8 1,318 43.1

合計 91,625 100 115,981 100 24,355 26.6

期 別

 

部門別

前年同四半期連結累計期間

(24.4～24.9)

当四半期連結累計期間

(25.4～25.9)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 23,564 18.1 22,173 13.3 △1,391 △5.9

屋内線工事 74,457 57.1 96,562 58.1 22,104 29.7

空調管工事 32,283 24.8 47,443 28.6 15,160 47.0

合計 130,305 100 166,179 100 35,873 27.5

（２）個別業績の部門別・得意先別内訳

期 別

部門別

前年同四半期(24.4～24.9) 当四半期(25.4～25.9) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 22,724 26.4 21,036 19.4 △1,687 △7.4

屋内線工事 39,153 45.6 62,427 57.7 23,274 59.4

空調管工事 23,850 27.7 24,268 22.4 417 1.8

計 85,727 99.7 107,732 99.5 22,004 25.7

兼業事業売上高 235 0.3 487 0.5 252 107.2

合計 85,963 100 108,219 100 22,256 25.9

期 別

部門別

前年同四半期(24.4～24.9) 当四半期(25.4～25.9) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 22,905 18.4 21,572 13.7 △1,332 △5.8

屋内線工事 71,403 57.5 94,772 60.0 23,368 32.7

空調管工事 29,882 24.1 41,596 26.3 11,713 39.2

合計 124,192 100 157,941 100 33,749 27.2

期 別

部門別

前年同四半期末(24.9) 当四半期末(25.9) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 592 0.5 829 0.5 237 40.1

屋内線工事 80,524 67.5 106,307 68.0 25,782 32.0

空調管工事 38,193 32.0 49,273 31.5 11,080 29.0

合計 119,310 100 156,409 100 37,099 31.1
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④得意先別売上高 

 
  

⑤得意先別工事受注高 

 
  

期 別

得意先

前年同四半期(24.4～24.9) 当四半期(25.4～25.9) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力㈱ 22,155 25.8 20,228 18.8 △1,927 △8.7

一般得意先 63,572 74.2 87,503 81.2 23,931 37.6

合計 85,727 100 107,732 100 22,004 25.7

期 別

得意先

前年同四半期(24.4～24.9) 当四半期(25.4～25.9) 比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力㈱ 22,669 18.3 20,997 13.3 △1,672 △7.4

一般得意先 101,522 81.7 136,944 86.7 35,421 34.9

合計 124,192 100 157,941 100 33,749 27.2
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