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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）

(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 ％

26年3月期第2四半期 202,613 △4.1 4,174 △1.8 4,608 △1.2 2,131 103.2
25年3月期第2四半期 211,261 11.8 4,252 36.0 4,664 27.1 1,048 △30.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 6,297百万円 （571.4％） 25年3月期第2四半期 937百万円 （56.5％）

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 10.43 ―
25年3月期第2四半期 5.13 ―

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 338,160 189,269 54.7
25年3月期 364,008 184,269 49.5
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 185,016百万円 25年3月期 180,130百万円

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

25年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
26年3月期 ― 6.00
26年3月期（予想） ― 6.00 12.00

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）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

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 426,000 △4.9 6,500 △11.7 7,000 △15.7 3,000 △24.1 14.68



(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 ： 有
（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（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(4) 発行済株式数（普通株式）

※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のレビュー手続きが実施中です。

※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、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3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」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 ： 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 205,288,338 株 25年3月期 205,288,338 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 949,414 株 25年3月期 920,620 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 204,355,951 株 25年3月期2Q 204,382,222 株



（参考）個別業績予想

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） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

通 期 386,000 △5.0 5,100 △0.7 5,800 △3.8 2,600 △10.3 12.72

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有

（％表示は、対前期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明
･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。

1株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、国内建設投資は堅調に推移いたしました

が、電力設備投資の大幅削減により、引き続き厳しい状況下に置かれました。 

このため当社グループは、建築設備の省エネルギー化やＢＣＰ対応などお客様の多様なニー

ズに幅広くお応えする提案型営業活動を強力に展開するとともに、熾烈な受注･価格競争に 

打ち勝つ低コスト構造への変革に全力を傾注いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、完成工事高は前年同四半期を下回ったものの、

営業利益及び経常利益は概ね前年同四半期並みの水準を確保することができました。なお、 

四半期純利益につきましては、保有株式の評価損を計上した前年同四半期から大幅に増加いた

しました。 

（連結業績） 

完 成 工 事 高  2,026 億１千３百万円（前年同四半期比  95.9％） 

営 業 利 益     41 億７千４百万円（前年同四半期比  98.2％） 

経 常 利 益   46 億８百万円    （前年同四半期比  98.8％） 

四 半 期 純 利 益    21 億３千１百万円（前年同四半期比 203.2％） 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の資産の状況 

・ 総 資 産   3,381 億６千万円    （対前期末比  92.9％） 

・ 純 資 産   1,892 億６千９百万円（対前期末比 102.7％） 

・ 自 己 資 本 比 率   54.7％              （対前期末比   5.2 ポイント増） 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ 258 億４千８百万円 

減少し、3,381 億６千万円となりました。 

  

（資産の部） 

流動資産は、受取手形・完成工事未収入金等が 253 億５千３百万円、未成工事支出金が   

71 億２千万円減少したことなどから、流動資産合計で前連結会計年度末に比べ 320 億９千万

円減少しました。 

固定資産は、有形固定資産が 12 億１百万円、無形固定資産が 15 億７千４百万円、投資有価

証券が 54 億７千５百万円増加したことなどから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ 

62 億４千２百万円増加しました。 

（負債の部） 

負債の部は、流動負債の支払手形・工事未払金等が 232 億３千８百万円、未成工事受入金が

43 億６千８百万円減少したことなどから、負債合計で前連結会計年度末に比べ 308 億４千  

７百万円減少しました。 

（純資産の部） 

純資産の部は、主にその他有価証券評価差額金が 40 億１千４百万円増加したことから、  

純資産合計で前連結会計年度末に比べ 49 億９千９百万円増加しました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の事業環境を踏まえ、連結業績予想及び個別業績予想とも直近公表の業績予想から修正

いたしました。今後とも当社グループは、完成工事高の減少が見込まれる中、施工の効率化に

よる生産性向上や徹底した原価低減方策をグループ一丸となって推し進め、利益の確保に努め

てまいります。（個別業績予想は15ページに記載しております。） 

なお、当社及び当社子会社の株式会社ＴＬＣは、東京電力関連工事の受注に関して、独占  

禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会の調査を受けており、今後、同委員会より排除

措置命令及び課徴金納付命令を受ける可能性があります。 

 

 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。 

 

     

なお、これによる損益に与える影響は 
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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 55,831 44,240

受取手形・完成工事未収入金等 99,219 73,866

有価証券 13,999 24,998

未成工事支出金 37,949 30,829

材料貯蔵品 4,756 6,508

その他 12,785 11,838

貸倒引当金 △470 △302

流動資産合計 224,072 191,981

固定資産   

有形固定資産   

土地 60,166 60,144

その他（純額） 26,008 27,232

有形固定資産合計 86,175 87,377

無形固定資産 1,700 3,274

投資その他の資産   

投資有価証券 33,453 38,929

その他 22,991 21,189

貸倒引当金 △4,383 △4,591

投資その他の資産合計 52,060 55,527

固定資産合計 139,936 146,178

資産合計 364,008 338,160
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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 78,585 55,346

短期借入金 7,730 7,578

未払法人税等 1,343 2,194

未成工事受入金 22,191 17,823

工事損失引当金 5,320 4,283

その他の引当金 1,333 1,470

その他 17,498 12,812

流動負債合計 134,003 101,508

固定負債   

長期借入金 800 3,125

退職給付引当金 30,880 30,156

その他の引当金 1,034 1,037

その他 13,019 13,061

固定負債合計 45,735 47,382

負債合計 179,738 148,890

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,425 6,425

利益剰余金 163,815 164,768

自己株式 △512 △526

株主資本合計 179,992 180,932

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,005 11,019

土地再評価差額金 △6,867 △6,935

その他の包括利益累計額合計 138 4,083

少数株主持分 4,138 4,252

純資産合計 184,269 189,269

負債純資産合計 364,008 338,160
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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) 

完成工事高 211,261 202,613

完成工事原価 195,251 186,435

完成工事総利益 16,010 16,178

販売費及び一般管理費 11,757 12,003

営業利益 4,252 4,174

営業外収益   

受取配当金 279 298

その他 313 270

営業外収益合計 593 569

営業外費用   

支払利息 75 100

為替差損 51 －

その他 54 34

営業外費用合計 181 135

経常利益 4,664 4,608

特別利益   

固定資産売却益 12 －

投資有価証券売却益 44 －

特別利益合計 57 －

特別損失   

固定資産除却損 318 233

投資有価証券評価損 2,087 －

その他 18 －

特別損失合計 2,423 233

税金等調整前四半期純利益 2,297 4,374

法人税等 1,157 2,097

少数株主損益調整前四半期純利益 1,140 2,276

少数株主利益 91 145

四半期純利益 1,048 2,131
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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 1,140 2,276

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △202 4,020

その他の包括利益合計 △202 4,020

四半期包括利益 937 6,297

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 864 6,145

少数株主に係る四半期包括利益 73 151
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 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,297 4,374

減価償却費 2,878 2,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △275 39

工事損失引当金の増減額（△は減少） 345 △1,037

退職給付引当金の増減額（△は減少） △311 △723

受取利息及び受取配当金 △349 △354

支払利息 75 100

投資有価証券評価損益（△は益） 2,087 －

投資有価証券売却損益（△は益） △44 －

売上債権の増減額（△は増加） 31,915 25,394

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,260 7,120

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） △652 △1,752

仕入債務の増減額（△は減少） △20,551 △23,236

未成工事受入金の増減額（△は減少） 685 △4,368

その他 1,505 △1,844

小計 18,345 5,941

利息及び配当金の受取額 345 352

利息の支払額 △75 △100

法人税等の支払額 △2,845 △1,325

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,770 4,868

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △6,050 520

有価証券の取得による支出 △1,000 △1,000

有価証券の売却及び償還による収入 － 1,000

有形固定資産の取得による支出 △2,348 △2,620

有形固定資産の売却による収入 151 151

投資有価証券の取得による支出 △272 △1,015

投資有価証券の売却及び償還による収入 85 1,000

貸付けによる支出 △99 △0

貸付金の回収による収入 1,027 11

その他 △388 △307

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,894 △2,261

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △410 △90

長期借入れによる収入 100 200

長期借入金の返済による支出 △100 △335

配当金の支払額 △1,226 △1,226

その他 △504 △428

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,140 △1,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,695 742

現金及び現金同等物の期首残高 50,725 50,550

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 686

現金及び現金同等物の四半期末残高 55,421 51,978
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

（４）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）
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４．【参考】四半期個別財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円） 

  

  

  
前事業年度

(平成25年３月31日) 
当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日) 

資産の部          

流動資産          

現金預金 43,482 31,315

受取手形・完成工事未収入金 86,488 63,607

有価証券 13,999 24,998

未成工事支出金 35,960 28,016

材料貯蔵品 2,799 3,807

その他 11,160 10,627

貸倒引当金 △288 △135

流動資産合計 193,602 162,236

固定資産          

有形固定資産          

土地 56,569 56,444

その他（純額） 22,557 21,352

有形固定資産合計 79,127 77,796

無形固定資産 1,498 1,428

投資その他の資産          

投資有価証券 36,517 43,732

その他 20,689 19,334

貸倒引当金 △4,007 △4,216

投資その他の資産合計 53,200 58,850

固定資産合計 133,825 138,075

資産合計 327,427 300,312
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（単位：百万円） 

  

（注）この四半期貸借対照表は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

  

  
前事業年度

(平成25年３月31日) 
当第２四半期会計期間
(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 71,037 48,526

短期借入金 5,950 5,800

未払法人税等 673 1,773

未成工事受入金 20,648 15,936

工事損失引当金 4,998 4,079

その他の引当金 812 903

その他 14,945 11,170

流動負債合計 119,065 88,189

固定負債          

長期借入金 100 300

退職給付引当金 28,238 27,452

その他 12,550 12,311

固定負債合計 40,889 40,063

負債合計 159,954 128,252

純資産の部          

株主資本          

資本金 10,264 10,264

資本剰余金 6,246 6,246

利益剰余金 151,328 151,996

自己株式 △512 △526

株主資本合計 167,326 167,981

評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金 7,013 11,014

土地再評価差額金 △6,867 △6,935

評価・換算差額等合計 146 4,078

純資産合計 167,472 172,060

負債純資産合計 327,427 300,312
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（２）四半期損益計算書 

（単位：百万円） 

  

（注）この四半期損益計算書は、法定開示のレビュー対象ではありませんが、四半期財務諸表等規則に基づいて作成

しております。 

   

   

   

   

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

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

完成工事高 193,144 183,113

完成工事原価 179,633 169,953

完成工事総利益 13,510 13,160

販売費及び一般管理費 10,016 9,959

営業利益 3,494 3,201

営業外収益          

受取配当金 315 333

その他 258 249

営業外収益合計 573 582

営業外費用          

支払利息 64 61

為替差損 51 －

その他 42 24

営業外費用合計 157 86

経常利益 3,910 3,697

特別利益          

固定資産売却益 12 －

投資有価証券売却益 44 －

特別利益合計 57 －

特別損失          

固定資産除却損 318 228

投資有価証券評価損 2,080 －

その他 18 －

特別損失合計 2,416 228

税引前四半期純利益 1,550 3,469

法人税等 819 1,643

四半期純利益 731 1,826
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５．補足情報

【参考】個別業績の概要

（１）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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 204,973 △0.8 183,113 △5.2 3,201 △8.4 3,697 △5.4 1,826 149.5

25年3月期第2四半期 206,724 9.0 193,144 10.5 3,494 31.6 3,910 21.6 731 △44.1

円　銭

26年3月期第2四半期

25年3月期第2四半期

②個別財政状態

百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期

25 年 3 月 期

③工事種別新規受注高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 105,360 51.4 92,485 44.7 12,875 13.9 181,820 44.7

情 報 通 信 工 事 17,553 8.6 17,164 8.3 388 2.3 31,210 7.7

配 電 線 工 事 65,869 32.1 77,873 37.7 △12,004 △15.4 156,945 38.6

工 務 関 係 工 事 16,189 7.9 19,200 9.3 △3,011 △15.7 36,446 9.0

計 204,973 100.0 206,724 100.0 △1,751 △0.8 406,422 100.0

④得意先別新規受注高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 74,705 36.4 92,988 45.0 △18,283 △19.7 183,884 45.2

一 般 得 意 先 130,267 63.6 113,735 55.0 16,531 14.5 222,538 54.8

計 204,973 100.0 206,724 100.0 △1,751 △0.8 406,422 100.0

(H25･4･1～H25･9･30) (H24･4･1～H24･9･30)

26年3月期第2四半期 25年3月期第2四半期

26年3月期第2四半期 25年3月期第2四半期

(H25･4･1～H25･9･30) (H24･4･1～H24･9･30)

総　資　産 純　資　産 自己資本比率

四半期純利益

1株当たり
四半期純利益

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

増　　減

増　　減

3.58

8.94

57.3

51.1

300,312

327,427

172,060

167,472
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⑤工事種別完成工事高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 87,667 47.9 91,133 47.2 △3,466 △3.8 187,387 46.1

情 報 通 信 工 事 15,485 8.4 14,668 7.6 816 5.6 31,507 7.8

配 電 線 工 事 64,252 35.1 75,148 38.9 △10,895 △14.5 156,900 38.6

工 務 関 係 工 事 15,708 8.6 12,193 6.3 3,514 28.8 30,591 7.5

計 183,113 100.0 193,144 100.0 △10,030 △5.2 406,386 100.0

⑥得意先別完成工事高（累計） （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

東 京 電 力 75,581 41.3 85,703 44.4 △10,122 △11.8 182,851 45.0

一 般 得 意 先 107,532 58.7 107,440 55.6 91 0.1 223,535 55.0

計 183,113 100.0 193,144 100.0 △10,030 △5.2 406,386 100.0

⑦工事種別次期繰越工事高 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 165,747 80.3 154,972 78.2 10,774 7.0 148,053 80.2

情 報 通 信 工 事 10,868 5.3 11,592 5.9 △724 △6.2 8,800 4.8

配 電 線 工 事 6,478 3.1 7,542 3.8 △1,063 △14.1 4,861 2.6

工 務 関 係 工 事 23,341 11.3 24,012 12.1 △671 △2.8 22,860 12.4

計 206,435 100.0 198,120 100.0 8,315 4.2 184,575 100.0

25年3月期
(H25･9･30現在) (H24･9･30現在) (H25･3･31現在)

26年3月期第2四半期 25年3月期第2四半期
増　　減

26年3月期第2四半期
(H25･4･1～H25･9･30)

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

26年3月期第2四半期
(H25･4･1～H25･9･30)

25年3月期
(H24･4･1～H25･3･31)

増　　減
(H24･4･1～H24･9･30)

25年3月期第2四半期
増　　減

(H24･4･1～H24･9･30)

25年3月期第2四半期
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（２）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） 

①個別業績予想 （％表示は、対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通 期 393,000 △3.3 386,000 △5.0 5,100 △0.7 5,800 △3.8 2,600 △10.3

②工事種別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

屋内線・環境設備工事 196,000 49.9 191,000 49.5

情 報 通 信 工 事 35,000 8.9 33,000 8.5

配 電 線 工 事 130,000 33.1 130,000 33.7

工 務 関 係 工 事 32,000 8.1 32,000 8.3

計 393,000 100.0 386,000 100.0

③得意先別新規受注高・完成工事高予想 （単位：百万円・％）

金　額 構成比 金　額 構成比

東 京 電 力 152,000 38.7 152,000 39.4

一 般 得 意 先 241,000 61.3 234,000 60.6

計 393,000 100.0 386,000 100.0

(H25･4･1～H26･3･31) (H25･4･1～H26･3･31)

完成工事高
(H25･4･1～H26･3･31) (H25･4･1～H26･3･31)

新規受注高 完成工事高

※業績予想の適切な利用に関する説明
・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。

新規受注高 売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益

新規受注高
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