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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）

(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 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 4,050 △5.2 98 △18.5 104 △14.1 46 △20.9
26年3月期第1四半期 4,272 15.0 121 124.8 121 79.8 58 171.3

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 71百万円 （1.5％） 26年3月期第1四半期 70百万円 （500.2％）

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 5.73 ―
26年3月期第1四半期 6.72 ―

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 9,594 6,370 65.0 774.65
26年3月期 10,478 6,345 59.3 773.88
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 6,237百万円 26年3月期 6,219百万円

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

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 5.00 ― 10.00 15.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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 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

第2四半期(累計) 8,700 3.1 200 △24.6 210 △18.4 100 △17.6 12.44
通期 18,000 3.4 750 8.0 770 10.5 400 14.4 49.77
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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

(4) 発行済株式数（普通株式）

（注）従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが保有する当社株式を、期末自己株式数に含めております（27年３月期１Ｑ 297,000株、26年３月期 312,500株）。ま
た、従業員持株会支援信託ＥＳＯＰが保有する当社株式を、期中平均株式数（四半期累計）の計算において控除する自己株式に含めております（27年３月
期 １Ｑ306,830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、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
料の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

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） 27年3月期1Q 9,125,000 株 26年3月期 9,125,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 1,073,293 株 26年3月期 1,088,793 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 8,041,877 株 26年3月期1Q 8,668,707 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１四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本銀行による金融政策を背景に、

企業収益の改善や雇用・所得環境の改善など、景気は緩やかな回復基調が続いております。一方で、消費税率引

上げに伴う駆け込み需要の反動やエネルギーコストの上昇、海外景気の下振れリスクもあり、依然として先行き

不透明な状況となっております。

このような状況の下、当社グループは、さらなる事業の拡大に向けてグループ各社の技術力を向上させ、メカ

トロ関連事業におきましては、多種多様な業界のお客様が抱える産業インフラの様々な問題に対して、スピーデ

ィかつタイムリーに最適な提案と実践を提供しました。ファシリティ関連事業におきましては、基幹業務のビル

マネジメント業務に、省エネルギー、蓄エネルギー、創エネルギーなどのエネルギーマネジメント業務を融合し、

都市インフラに必要な技術サービスをワンストップで提供しました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,050百万円（前年同期比5.2％減）、営業利益は98百万円

（前年同期比18.5％減）、経常利益は104百万円（前年同期比14.1％減）、四半期純利益は46百万円（前年同期比

20.9％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産合計は9,594百万円となり、前連結会計年度末に比べ884百万円減少いた

しました。流動資産は5,131百万円となり、前連結会計年度末に比べ809百万円減少いたしました。主な要因は、

現金及び預金の461百万円の減少及び受取手形及び売掛金の343百万円の減少等であります。固定資産は4,463百万

円となり、前連結会計年度末に比べ74百万円減少いたしました。主な要因は、建物及び構築物の17百万円の減少

及び投資有価証券の18百万円の増加等であります。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は3,224百万円となり、前連結会計年度末に比べ909百万円減少いたし

ました。主な要因は、買掛金の503百万円の減少、短期借入金の200百万円の減少、未払法人税等の159百万円の減

少及び賞与引当金の157百万円の減少等であります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は6,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円増加いたし

ました。主な要因は、その他有価証券評価差額金の12百万円の増加等であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因

によって予想数値と異なる可能性があります。なお、現時点での通期の業績予想につきましては、平成26年５月

12日に公表いたしました数値に変更はございません。
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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）

（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

期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期

間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間ごとに

設定された複数の割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が44,675千円減少し、利益剰余金が28,753

千円増加しております。また、当第１四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1,397千円増加しております。

　

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用）

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成25

年12月25日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認

識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損益、信託が保有する株式に対する当社からの配当

金及び信託に関する諸費用の純額を負債に計上しております。当該会計方針の変更による影響額はありません。
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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：千円)

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 2,686,629 2,224,635

受取手形及び売掛金 2,737,844 2,394,289

未成工事支出金 201,806 162,667

仕掛品 18,747 23,821

原材料及び貯蔵品 11,670 11,919

その他 289,818 319,443

貸倒引当金 △5,080 △4,968

流動資産合計 5,941,435 5,131,807

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,189,398 1,171,543

土地 1,100,101 1,100,101

その他（純額） 76,910 71,955

有形固定資産合計 2,366,410 2,343,600

無形固定資産

のれん 97,227 92,110

その他 34,428 33,072

無形固定資産合計 131,655 125,182

投資その他の資産

投資有価証券 671,483 689,535

破産更生債権等 49,100 50,088

差入保証金 204,061 195,594

その他 1,163,902 1,108,546

貸倒引当金 △49,100 △49,440

投資その他の資産合計 2,039,447 1,994,324

固定資産合計 4,537,514 4,463,107

資産合計 10,478,950 9,594,914
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(単位：千円)

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

買掛金 1,193,904 690,446

短期借入金 200,000 -

未払法人税等 199,828 40,445

賞与引当金 341,490 183,829

その他 917,561 1,107,419

流動負債合計 2,852,785 2,022,140

固定負債

長期借入金 153,130 153,130

役員退職慰労引当金 92,317 64,132

退職給付に係る負債 832,787 786,051

資産除去債務 52,228 52,400

長期預り保証金 119,577 119,353

その他 30,970 27,544

固定負債合計 1,281,011 1,202,611

負債合計 4,133,796 3,224,751

純資産の部

株主資本

資本金 981,662 981,662

資本剰余金 958,331 958,331

利益剰余金 4,869,003 4,860,335

自己株式 △576,475 △566,605

株主資本合計 6,232,521 6,233,723

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,241 62,142

退職給付に係る調整累計額 △62,666 △58,641

その他の包括利益累計額合計 △13,424 3,501

少数株主持分 126,056 132,938

純資産合計 6,345,153 6,370,163

負債純資産合計 10,478,950 9,594,914
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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１四半期連結累計期間）

(単位：千円)
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 4,272,381 4,050,632

売上原価 3,607,346 3,412,185

売上総利益 665,035 638,447

販売費及び一般管理費 544,022 539,881

営業利益 121,012 98,565

営業外収益

受取利息 917 1,089

受取配当金 1,580 1,563

貸倒引当金戻入額 2,597 2,209

その他 2,116 4,869

営業外収益合計 7,213 9,731

営業外費用

支払利息 604 1,332

匿名組合投資損失 6,152 2,122

その他 272 686

営業外費用合計 7,029 4,141

経常利益 121,196 104,156

特別損失

その他の投資評価損 - 23,033

特別損失合計 - 23,033

税金等調整前四半期純利益 121,196 81,123

法人税、住民税及び事業税 20,544 43,502

法人税等調整額 35,690 △16,686

法人税等合計 56,235 26,816

少数株主損益調整前四半期純利益 64,961 54,306

少数株主利益 6,689 8,241

四半期純利益 58,271 46,065
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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：千円)
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利益 64,961 54,306

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,188 12,900

退職給付に係る調整額 - 4,025

その他の包括利益合計 5,188 16,926

四半期包括利益 70,149 71,233

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 63,459 62,991

少数株主に係る四半期包括利益 6,689 8,241
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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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