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(注）単位百万円未満切捨て
１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年３月21日～平成28年12月20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 ％

29年３月期第３四半期 30,425 5.0 1,941 27.2 2,087 25.3 1,089 9.1

28年３月期第３四半期 28,979 4.8 1,526 57.9 1,666 51.2 998 52.0

(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 2,090百万円 (112.3％) 28年３月期第３四半期 984百万円 (△25.6％)

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

29年３月期第３四半期 43 16 ―

28年３月期第３四半期 39 44 ―

（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

29年３月期第３四半期 32,538 21,751 66.8 864 67

28年３月期 31,190 19,977 64.0 790 53

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 21,751 百万円 28年３月期 19,977 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

28年３月期 ― 0 00 ― 10 00 10 00

29年３月期 ― 0 00 ―

29年３月期(予想) 10 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29年３月期の連結業績予想（平成28年３月21日～平成29年３月20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 41,600 0.1 2,460 △18.3 2,610 △17.5 1,640 △16.7 64 90
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

決算短信 （宝印刷） 2017年01月26日 09時39分 1ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



※ 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)

（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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料３ページ「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期３Ｑ 26,927,652株 28年３月期 26,927,652株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 1,772,228株 28年３月期 1,657,059株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 25,247,510株 28年３月期３Ｑ 25,324,159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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

　

　

※ 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、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。業績予想に

関する事項については、四半期決算短信（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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題等により金融資本

市場に不安定な動きがみられるものの、個人消費は雇用・所得環境の着実な改善を背景に底堅く推移しており、

景気は緩やかな回復基調で推移しました。

　建設業界におきましては、政府建設投資が減少しましたが、民間設備投資は企業収益が改善する中で、緩やか

な増加基調を続けており、受注環境は比較的堅調に推移しました。その一方で、技能労働者不足による生産能力

の低下、労務費のコストアップ問題等が長期化してきており、当社グループを取り巻く経営環境の先行きは依然

として楽観できない状況にあります。

このような経営環境のもと、当社グループは総力をあげて当社グループの独自の技術・商品を活用した積極的

な営業活動、経営の効率化を推進してきました。この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、受注工事高が

前年同四半期比2.3％増の373億３千９百万円、完成工事高が前年同四半期比5.0％増の304億２千５百万円、営業

利益が前年同四半期比27.2％増の19億４千１百万円、経常利益が前年同四半期比25.3％増の20億８千７百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益が前年同四半期比9.1％増の10億８千９百万円となりました。

なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として、上半期に比べ下半期、特に第４四半期連結会計

期間に偏る傾向があります。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末比13億４千７百万円（4.3％）増の325億３千

８百万円となりました。資産の部については、現金預金が４億５千３百万円減少しましたが、投資有価証券が17

億２百万円増加しました。

負債の部については、前連結会計年度末比４億２千６百万円（3.8％）減の107億８千７百万円となりました。

未成工事受入金が７億３千２百万円増加しましたが、工事未払金が１億６千８百万円、未払法人税等が７億９千

３百万円それぞれ減少しました。

純資産の部については、前連結会計年度末比17億７千３百万円（8.9％）増の217億５千１百万円となりまし

た。保有株式等の時価の上昇により、その他有価証券評価差額金が10億６千１百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成28年10月20日付「業績予想の修正に関するお知ら

せ」において公表いたしました予想を変更しておりません。
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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等の適用）

「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。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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。以下「連結会計基準」という。）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。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い

たしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方

法に変更いたします。加えて、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。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）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時

点から将来にわたって適用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

　（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響は軽微であります。

会計上の見積りの変更

　（退職給付に係る負債の過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理年数の変更）

従来、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理年数を15年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期

間が短縮したため、第１四半期連結会計期間より費用処理年数を10年に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ67百万円増加しております。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,972,703 3,519,383

受取手形・完成工事未収入金 12,503,248 12,309,045

有価証券 － 89,674

未成工事支出金等 2,274,515 2,652,153

その他 775,669 615,899

貸倒引当金 △36,669 △27,550

流動資産合計 19,489,466 19,158,606

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,706,422 2,591,785

その他（純額） 2,726,879 2,663,685

有形固定資産合計 5,433,301 5,255,471

無形固定資産 125,864 125,955

投資その他の資産

投資有価証券 5,800,267 7,502,473

その他 341,937 496,042

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 6,142,204 7,998,516

固定資産合計 11,701,371 13,379,942

資産合計 31,190,838 32,538,549

負債の部

流動負債

工事未払金 5,699,754 5,531,083

短期借入金 － 35,000

未払法人税等 843,873 49,976

未成工事受入金 1,751,694 2,484,586

賞与引当金 769,691 371,043

引当金 61,828 44,017

その他 1,359,004 869,880

流動負債合計 10,485,846 9,385,587

固定負債

役員退職慰労引当金 217,471 226,948

退職給付に係る負債 239,478 557,895

その他 270,909 617,063

固定負債合計 727,859 1,401,907

負債合計 11,213,705 10,787,494
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 4,499,820 4,499,820

利益剰余金 9,947,692 10,784,757

自己株式 △503,986 △568,014

株主資本合計 18,943,526 19,716,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 793,558 1,855,312

退職給付に係る調整累計額 240,047 179,178

その他の包括利益累計額合計 1,033,605 2,034,490

純資産合計 19,977,132 21,751,054

負債純資産合計 31,190,838 32,538,549
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
　至 平成28年12月20日)

完成工事高 28,979,290 30,425,015

完成工事原価 26,202,719 27,228,524

完成工事総利益 2,776,571 3,196,491

販売費及び一般管理費 1,250,161 1,254,606

営業利益 1,526,409 1,941,884

営業外収益

受取利息 5,353 4,853

受取配当金 118,454 124,901

受取賃貸料 17,053 17,289

その他 22,141 20,053

営業外収益合計 163,004 167,098

営業外費用

支払利息 9,301 7,117

賃貸費用 8,757 8,800

その他 4,546 5,140

営業外費用合計 22,604 21,058

経常利益 1,666,808 2,087,924

特別利益

投資有価証券売却益 3,987 －

特別利益合計 3,987 －

特別損失

固定資産処分損 11,525 －

会員権評価損 － 9,499

減損損失 － 3,485

退職給付制度移行損失 － 354,200

特別損失合計 11,525 367,185

税金等調整前四半期純利益 1,659,271 1,720,738

法人税、住民税及び事業税 461,863 461,543

法人税等調整額 198,588 169,424

法人税等合計 660,451 630,967

四半期純利益 998,819 1,089,770

親会社株主に帰属する四半期純利益 998,819 1,089,770
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月21日
　至 平成27年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月21日
　至 平成28年12月20日)

四半期純利益 998,819 1,089,770

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,251 1,061,753

退職給付に係る調整額 1,082 △60,868

その他の包括利益合計 △14,169 1,000,884

四半期包括利益 984,650 2,090,655

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 984,650 2,090,655
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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

第１四半期連結会計期間より下記のとおり工事区分を変更しており、前年同期分につきましても変更後の区分に組

み替えて表示しております。なお、当連結会計年度につきましては、従来区分での数値を併記いたします。

（１）連結受注実績内訳

(新区分） （単位：千円）

区 分
平成28年３月期 平成29年３月期

比 較 増 減 増減率
第３四半期累計期間 第３四半期累計期間

建築・土木 2,917,128 (8.0%) 822,992 (2.2%) △2,094,135 △71.8 %

空調・衛生 22,932,747 (62.8) 24,252,190 (65.0) 1,319,442 5.8

電気・通信 4,251,339 （11.7) 4,922,559 (13.2) 671,220 15.8

水処理プラント 4,236,549 (11.6) 4,787,498 (12.8) 550,949 13.0

冷凍・冷蔵 2,152,956 (5.9) 2,554,620 (6.8) 401,663 18.7

合 計 36,490,721 (100.0) 37,339,861 (100.0) 849,139 2.3

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率

(従来区分）

区 分
平成28年３月期 平成29年３月期

比較増減 増減率
第３四半期累計期間 第３四半期累計期間

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 22,762,771 (62.4%) 21,794,566 (58.4%) △968,205 △4.3 %

備 一般空調衛生設備 7,338,323 (20.1) 6,772,090 (18.1) △566,232 △7.7

工 小 計 30,101,095 (82.5) 28,566,657 (76.5) △1,534,437 △5.1

事 食品流通施設 冷凍冷蔵設備 2,152,956 (5.9) 2,554,620 (6.8) 401,663 18.7

業 環境施設 生活関連処理設備 4,236,669 (11.6) 6,218,583 (16.7) 1,981,914 46.8

合 計 36,490,721 (100.0) 37,339,861 (100.0) 849,139 2.3

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率
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（２）個別受注実績内訳

(新区分） （単位：千円）

区 分
平成28年３月期 平成29年３月期

比 較 増 減 増減率
第３四半期累計期間 第３四半期累計期間

建築・土木 2,917,128 (9.2%) 822,992 (2.5%) △2,094,135 △71.8 %

空調・衛生 20,380,552 (64.2) 23,193,911 (69.2) 2,813,359 13.8

電気・通信 2,036,392 （6.4) 2,133,715 (6.4) 97,323 4.8

水処理プラント 4,236,549 (13.4) 4,787,498 (14.3) 550,949 13.0

冷凍・冷蔵 2,152,956 (6.8) 2,554,620 (7.6) 401,663 18.7

合 計 31,723,579 (100.0) 33,492,738 (100.0) 1,769,159 5.6

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率

区 分
平成28年３月期 平成29年３月期

比較増減 増減率
第３四半期累計期間 第３四半期累計期間

設

建築関連施設

産業空調衛生設備 20,240,781 (63.8%) 19,129,866 (57.1%) △1,110,915 △5.5 %

備 一般空調衛生設備 5,093,291 (16.1) 5,589,668 (16.7) 496,376 9.7

工 小 計 25,334,073 (79.9) 24,719,535 (73.8) △614,538 △2.4

事 食品流通施設 冷凍冷蔵設備 2,152,956 (6.8) 2,554,620 (7.6) 401,663 18.7

業 環境施設 生活関連処理設備 4,236,549 (13.3) 6,218,583 (18.6) 1,982,034 46.8

合 計 31,723,579 (100.0) 33,492,738 (100.0) 1,769,159 5.6

(注)（ ）内のパーセント表示は、構成比率
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