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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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
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 ％

2022年３月期第２四半期 158,194 △12.2 11,658 3.7 13,579 8.3 9,843 18.8

2021年３月期第２四半期 180,101 △8.1 11,244 △18.6 12,533 △17.4 8,286 △20.9
(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 8,995百万円( △2.1％) 2021年３月期第２四半期 9,193百万円( △3.7％)

　

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

2022年３月期第２四半期 138.94 ―

2021年３月期第２四半期 116.97 ―
　

　

（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 ％

2022年３月期第２四半期 341,421 227,104 65.9

2021年３月期 366,532 221,741 60.0
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 225,156百万円 2021年３月期 219,807百万円
　

　　

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

2021年３月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00

2022年３月期 ― 50.00

2022年３月期(予想) ― 50.00 100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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
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 410,000 4.6 35,000 6.1 37,700 5.0 25,500 1.8 359.94
(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.7「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

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

　

　

（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) 2022年３月期２Ｑ 70,864,961株 2021年３月期 70,864,961株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 19,153株 2021年３月期 19,025株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 70,845,886株 2021年３月期２Ｑ 70,846,064株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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、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.2「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２四半期連結累計期間の受注高は、目標としていた案件の受注に注力した結果、一般民間向け案件を中心に

増加し、180,271百万円（前年同期比7.2％増）となりました。

　売上高は、工程の初期段階にある進行基準の案件が比較的多いため、設備工事業の売上高の計上が進まないこと

などから、158,194百万円（前年同期比12.2％減）となりました。

　営業利益は、不採算案件の減少と利益向上施策の取り組みにより利益率が改善した結果、11,658百万円（前年同

期比3.7％増）となりました。

　また、経常利益は13,579百万円（前年同期比8.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、9,843百万円

（前年同期比18.8％増）となりました。

　新型コロナウイルス感染症の影響は、当年度の事業運営の前提とした環境予測から大きくかい離しておらず、一

部の大型案件において工事着手や進捗に遅れが生じておりますものの、当年度の経営方針や計画に変更はありませ

ん。

　なお、「収益認識に関する会計基準」等の適用により、売上高は1,039百万円減少しております。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は、完成工事未収入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ25,110百万円減少（6.9％減）し、

341,421百万円となりました。

　負債合計は、工事未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ30,473百万円減少（21.0％減）し、114,317

百万円となりました。

　純資産合計は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少があったものの、親会社株主に帰属する四半

期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ5,362百万円増加（2.4％増）し、227,104百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年４月28日の決算発表時に公表しました業績予想からの変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 50,905 51,204

受取手形・完成工事未収入金等 130,705 92,565

未成工事支出金 5,910 11,232

商品 1,040 876

材料貯蔵品 14,579 19,512

その他 9,451 8,051

貸倒引当金 △18 △30

流動資産合計 212,574 183,413

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 32,337 32,289

土地 28,887 29,508

その他（純額） 19,472 19,271

有形固定資産合計 80,698 81,069

無形固定資産

のれん ― 2,037

その他 1,729 1,707

無形固定資産合計 1,729 3,744

投資その他の資産

投資有価証券 63,194 61,857

長期貸付金 1,256 419

退職給付に係る資産 554 2,448

繰延税金資産 3,507 3,950

その他 4,781 5,529

貸倒引当金 △1,764 △1,011

投資その他の資産合計 71,530 73,193

固定資産合計 153,957 158,008

資産合計 366,532 341,421
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 63,559 43,738

電子記録債務 23,593 18,537

短期借入金 1,774 1,901

未払法人税等 7,145 4,824

未成工事受入金 15,381 18,608

工事損失引当金 60 54

その他 13,845 7,573

流動負債合計 125,361 95,237

固定負債

長期借入金 10,140 9,415

リース債務 2,711 2,733

役員退職慰労引当金 300 306

退職給付に係る負債 4,051 4,037

その他 2,225 2,587

固定負債合計 19,429 19,079

負債合計 144,790 114,317

純資産の部

株主資本

資本金 12,561 12,561

資本剰余金 12,987 12,987

利益剰余金 195,601 201,825

自己株式 △8 △8

株主資本合計 221,141 227,365

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,998 2,689

繰延ヘッジ損益 △381 △455

為替換算調整勘定 105 252

退職給付に係る調整累計額 △5,057 △4,695

その他の包括利益累計額合計 △1,334 △2,208

非支配株主持分 1,933 1,948

純資産合計 221,741 227,104

負債純資産合計 366,532 341,421
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高

完成工事高 173,521 152,637

その他の事業売上高 6,580 5,557

売上高合計 180,101 158,194

売上原価

完成工事原価 152,031 130,737

その他の事業売上原価 4,699 3,910

売上原価合計 156,731 134,647

売上総利益

完成工事総利益 21,489 21,899

その他の事業総利益 1,880 1,647

売上総利益合計 23,369 23,546

販売費及び一般管理費 12,125 11,888

営業利益 11,244 11,658

営業外収益

受取利息 48 26

受取配当金 508 527

持分法による投資利益 254 893

投資事業組合運用益 427 163

受取賃貸料 160 169

その他 201 379

営業外収益合計 1,601 2,159

営業外費用

支払利息 208 194

割増退職金 35 22

その他 67 20

営業外費用合計 311 237

経常利益 12,533 13,579

特別利益

固定資産売却益 2 4

投資有価証券売却益 3 781

特別利益合計 6 785

特別損失

固定資産処分損 95 54

投資有価証券売却損 22 0

投資有価証券評価損 110 63

特別損失合計 228 117

税金等調整前四半期純利益 12,311 14,248

法人税等 4,027 4,395

四半期純利益 8,284 9,853

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△2 9

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,286 9,843
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 8,284 9,853

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 724 △1,304

為替換算調整勘定 △112 164

退職給付に係る調整額 322 361

持分法適用会社に対する持分相当額 △25 △79

その他の包括利益合計 908 △857

四半期包括利益 9,193 8,995

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 9,208 8,968

非支配株主に係る四半期包括利益 △15 26
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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。

（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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工

事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法

に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、

予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合

理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を

認識することとしております。

また、機器販売等に係る一部の収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又

はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更してお

ります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書き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より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,039百万円減少し、売上原価は1,039百万円減少しました

が、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ありません。また、利益剰余金の当期

首残高に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28－15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記

載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、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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３．参考

個別業績の概要

　 (百万円未満切捨て)

2022年３月期第２四半期の個別業績 (2021年４月１日～2021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)

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 ％

2022年３月期第２四半期 138,521 △13.3 9,410 1.1 10,762 0.4 7,846 4.4

2021年３月期第２四半期 159,691 △5.0 9,307 △24.9 10,724 △23.3 7,515 △19.6

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

2022年３月期第２四半期 110.72 ―

2021年３月期第２四半期 106.05 ―

(2) 個別財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 308,954 190,733 61.7

2021年３月期 332,457 187,678 56.5

（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。
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４．補足情報

（１）連結業績の部門別・得意先別内訳

　①売上高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.9)
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 22,588 12.5 21,011 13.3 △1,576 △7.0

屋内線工事 94,867 52.7 82,251 52.0 △12,616 △13.3

空調管工事 56,065 31.1 49,374 31.2 △6,690 △11.9

設備工事業計 173,521 96.3 152,637 96.5 △20,883 △12.0

その他の事業 6,580 3.7 5,557 3.5 △1,022 △15.5

合計 180,101 100 158,194 100 △21,906 △12.2

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.9)
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 22,824 13.6 21,495 11.9 △1,329 △5.8

屋内線工事 86,791 51.6 92,608 51.4 5,817 6.7

空調管工事 58,498 34.8 66,167 36.7 7,668 13.1

合計 168,114 100 180,271 100 12,157 7.2

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期連結会計期間

(2020.9)

当四半期連結会計期間

(2021.9)
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 1,750 0.4 1,859 0.4 109 6.2

屋内線工事 323,875 73.1 295,942 69.8 △27,932 △8.6

空調管工事 117,429 26.5 126,447 29.8 9,018 7.7

合計 443,055 100 424,250 100 △18,804 △4.2

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.9)
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(%)

九州電力グループ※ 22,247 12.8 21,009 13.8 △1,238 △5.6

一般得意先 151,273 87.2 131,627 86.2 △19,645 △13.0

合計 173,521 100 152,637 100 △20,883 △12.0

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.9)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.9)
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(%)

九州電力グループ※ 22,761 13.5 21,806 12.1 △954 △4.2

一般得意先 145,353 86.5 158,465 87.9 13,112 9.0

合計 168,114 100 180,271 100 12,157 7.2

⑥通期（2022年3月期）の売上高・工事受注高の予想

部門別 売上高(百万円) 工事受注高(百万円)

配電線工事 46,000 46,000

屋内線工事 220,000 210,000

空調管工事 132,000 137,000

設備工事業計 398,000 393,000

その他の事業 12,000

合計 410,000

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱
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（２）個別業績の部門別・得意先別内訳

　①売上高

期 別

部門別

前年同四半期

(2020.4～2020.9)

当四半期

(2021.4～2021.9)
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 21,644 13.6 20,232 14.6 △1,412 △6.5

屋内線工事 89,012 55.7 76,161 55.0 △12,851 △14.4

空調管工事 46,632 29.2 39,844 28.8 △6,787 △14.6

計 157,289 98.5 136,238 98.4 △21,051 △13.4

兼業事業売上高 2,401 1.5 2,283 1.6 △118 △4.9

合計 159,691 100 138,521 100 △21,169 △13.3

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期

(2020.4～2020.9)

当四半期

(2021.4～2021.9)
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 21,643 15.0 20,482 13.1 △1,161 △5.4

屋内線工事 77,404 53.5 84,375 54.0 6,971 9.0

空調管工事 45,487 31.5 51,380 32.9 5,893 13.0

合計 144,535 100 156,237 100 11,702 8.1

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期末

(2020.9)

当四半期末

(2021.9)
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 1,002 0.2 726 0.2 △276 △27.6

屋内線工事 309,821 76.8 281,921 73.4 △27,900 △9.0

空調管工事 92,716 23.0 101,483 26.4 8,767 9.5

合計 403,540 100 384,130 100 △19,409 △4.8

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期

(2020.4～2020.9)

当四半期

(2021.4～2021.9)
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(%)

九州電力グループ※ 21,600 13.7 20,391 15.0 △1,209 △5.6

一般得意先 135,689 86.3 115,846 85.0 △19,842 △14.6

合計 157,289 100 136,238 100 △21,051 △13.4

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期

(2020.4～2020.9)

当四半期

(2021.4～2021.9)
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(%)

九州電力グループ※ 21,852 15.1 21,036 13.5 △816 △3.7

一般得意先 122,683 84.9 135,201 86.5 12,518 10.2

合計 144,535 100 156,237 100 11,702 8.1

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱

　


