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１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６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 ％

27年３月期第１四半期 11,666 △5.3 △944 － △900 － △589 －

26年３月期第１四半期 12,319 △13.1 △587 － △355 － 38 △71.2

（注）包括利益 27年３月期第１四半期 △171百万円（－％） 26年３月期第１四半期 426百万円（－％）

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

27年３月期第１四半期 △19.54 －

26年３月期第１四半期 1.24 1.24

（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

27年３月期第１四半期 76,710 56,318 71.1 1,809.24

26年３月期 83,531 57,068 66.2 1,828.81

（参考）自己資本 27年３月期第１四半期 54,532百万円 26年３月期 55,256百万円

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

26年３月期 － 15.00 － 15.00 30.00

27年３月期 －

27年３月期（予想） 16.00 － 16.00 32.00

（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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 71,000 2.2 2,500 35.7 3,300 14.3 2,000 △9.7 66.19

（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（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

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２ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 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）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年３月期１Ｑ 31,000,309株 26年３月期 31,000,309株

②  期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 859,040株 26年３月期 785,800株

③  期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期１Ｑ 30,192,013株 26年３月期１Ｑ 30,611,708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きの対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。

※  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

注意事項等については、添付資料２ページ「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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策及び日本銀行の金融政策により景気は緩や

かな回復基調が見られるものの、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動等の影響により、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、公共投資・民間設備投資は堅調に推移しておりますが、依然として資材・労務費の高

騰や受注競争の激化等により、厳しい経営環境となりました。

このような状況のもとで当社グループは、お客様のニーズにワンストップで応える「総合エンジニアリングサー

ビス企業」へのさらなる飛躍を目指してまいりました結果、受注高につきましては、185億61百万円（前第１四半

期連結累計期間比7.5％増）となりました。

売上高につきましては、116億66百万円（前第１四半期連結累計期間比5.3％減）となりました。

利益につきましては、原価低減の継続実施等を行ったものの、営業損失は9億44百万円（前第１四半期連結累計

期間 営業損失5億87百万円）、経常損失は9億00百万円（前第１四半期連結累計期間 経常損失3億55百万円）とな

りました。また、四半期純損失は5億89百万円（前第１四半期連結累計期間 四半期純利益38百万円）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、767億10百万円（前連結会計年度末比68億21百

万円減少）となりました。その内訳は、流動資産370億25百万円（前連結会計年度末比69億28百万円減少）、固定

資産396億84百万円（前連結会計年度末比1億6百万円増加）であります。

総資産減少の主な要因は、前連結会計年度末より有価証券が46億94百万円増加したものの、受取手形・完成工事

未収入金等が121億44百万円減少したためであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの負債総額は、203億92百万円（前連結会計年度末比60億71

百万円減少）となりました。

負債減少の主な要因は、前連結会計年度末より支払手形・工事未払金等が54億95百万円、未払法人税等が6億95

百万円それぞれ減少したためであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における当社グループの純資産は、前連結会計年度末より利益剰余金が10億46百万

円減少したこと等により、563億18百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成26年５月９日に公表したとおり変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

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

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた

定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法については期間定額基準を継続適用するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務

期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の

加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

なお、この変更による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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３．四半期連結財務諸表

（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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,920 4,243

受取手形・完成工事未収入金等 32,717 20,573

有価証券 4,517 9,211

未成工事支出金等 854 1,346

その他 979 1,694

貸倒引当金 △34 △43

流動資産合計 43,954 37,025

固定資産

有形固定資産 558 547

無形固定資産 158 149

投資その他の資産

投資有価証券 33,336 33,389

その他 5,692 5,763

貸倒引当金 △168 △164

投資その他の資産合計 38,860 38,987

固定資産合計 39,577 39,684

資産合計 83,531 76,710
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 20,441 14,945

短期借入金 330 50

未払法人税等 721 25

未成工事受入金 1,003 1,004

賞与引当金 922 296

完成工事補償引当金 53 52

工事損失引当金 242 544

その他 874 1,412

流動負債合計 24,588 18,332

固定負債

退職給付に係る負債 606 575

役員退職慰労引当金 39 －

その他 1,227 1,484

固定負債合計 1,874 2,059

負債合計 26,463 20,392

純資産の部

株主資本

資本金 5,753 5,753

資本剰余金 5,931 5,931

利益剰余金 40,187 39,140

自己株式 △525 △638

株主資本合計 51,346 50,187

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,031 4,460

退職給付に係る調整累計額 △121 △115

その他の包括利益累計額合計 3,909 4,345

新株予約権 109 106

少数株主持分 1,702 1,678

純資産合計 57,068 56,318

負債純資産合計 83,531 76,710

－4－

日比谷総合設備㈱（1982） 平成27年３月期 第１四半期決算短信



（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１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

売上高 12,319 11,666

売上原価 11,143 11,028

売上総利益 1,175 638

販売費及び一般管理費 1,762 1,582

営業損失（△） △587 △944

営業外収益

受取利息 26 30

受取配当金 73 76

持分法による投資利益 126 －

その他 10 19

営業外収益合計 237 125

営業外費用

支払利息 3 1

持分法による投資損失 － 75

その他 3 4

営業外費用合計 6 81

経常損失（△） △355 △900

特別利益

投資有価証券売却益 204 －

特別利益合計 204 －

特別損失

投資有価証券売却損 － 5

特別損失合計 － 5

税金等調整前四半期純損失（△） △151 △905

法人税、住民税及び事業税 17 19

法人税等調整額 △149 △308

法人税等合計 △132 △288

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19 △616

少数株主損失（△） △57 △26

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38 △589
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19 △616

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 448 403

退職給付に係る調整額 － 6

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 34

その他の包括利益合計 446 444

四半期包括利益 426 △171

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 485 △159

少数株主に係る四半期包括利益 △59 △12
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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。
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