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（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 ％

2023年３月期第２四半期 15,968 △14.6 △1,317 － △666 － △539 －

2022年３月期第２四半期 18,709 △6.0 △135 － 177 447.9 86 －

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期△494百万円（－％） 2022年３月期第２四半期 286百万円（－％）

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

2023年３月期第２四半期 △33.04 －

2022年３月期第２四半期 5.22 －

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

2023年３月期第２四半期 40,842 29,983 73.2 1,832.38

2022年３月期 45,457 30,633 67.2 1,871.87

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 29,917百万円 2022年３月期 30,562百万円

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

2022年３月期 － － － 10.00 10.00

2023年３月期 － －

2023年３月期（予想） － 30.00 30.00

（％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 42,000 5.3 △200 － 800 64.2 500 － 30.62

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（２）連結財政状態

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

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Ｑ 17,000,000株 2022年３月期 17,000,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 673,052株 2022年３月期 673,002株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 16,326,973株 2022年３月期２Ｑ 16,535,637株

※  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

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：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P.10「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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.３「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。



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 ％

2023年３月期第２四半期 9,467 △24.2 △1,185 － △585 － △416 －

2022年３月期第２四半期 12,490 △11.8 △160 － 81 56.8 41 －

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

2023年３月期第２四半期 △25.49 －

2022年３月期第２四半期 2.50 －

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

2023年３月期第２四半期 32,406 26,698 82.4 1,635.25

2022年３月期 36,869 27,709 75.2 1,697.16

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 26,698百万円 2022年３月期 27,709百万円

（％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 26,000 △1.2 △400 － 400 56.8 200 － 12.25

（参考）四半期個別業績

（１）2023年３月期第２四半期の個別業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

②　個別財政状態

（２）個別業績予想

2023年３月期の個別業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※　業績予想の適切な利用に関する説明

　上記の業績予想は、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。
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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

　当社グループは、第13次中期経営計画（2022年４月～2025年３月）において、経営理念の下、Innovationに積極

的に取組み、持続的成長を目指し、「お客さま、社会のニーズに応える事業基盤の強化」、「安全・品質の確保と

施工力強化」、「人財の確保・育成と働き方改革の推進」、「ＤＸ推進等による生産性・収益性向上」、「ガバナ

ンスの確保」、「ＳＤＧｓへの取組み」の６項目を重点方針として取り組んでおります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、電力部門の受注減を本社、マレーシア、ベトナムを始めとした

国内外の内線部門でカバーしたことにより受注高は242億24百万円（前年同四半期比18.8％増）、工期の遅れによ

る完成が下期及び次期にずれ込んだことにより売上高は159億68百万円（前年同四半期比14.6％減）となりまし

た。

　利益面では、計画していた売上の未達による利益の減少と計画していた原価低減が資材調達の価格高騰もあり利

益改善率が低調となりました。また、工事損失引当金の計上もあり売上総利益が減少したことにより営業損失13億

17百万円（前年同四半期は営業損失１億35百万円）、受取地代家賃が例年通り堅調に推移し、為替差益３億９百万

円の計上により経常損失６億66百万円（前年同四半期は経常利益１億77百万円）、親会社株主に帰属する四半期純

損失５億39百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益86百万円）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（日本）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は99億83百万円（前年同四半期比27.4％減）となり、営業損失は５億90百万

円（前年同四半期は、営業利益５億54百万円）となりました。

（東南アジア）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は44億52百万円（前年同四半期比14.0％増）となり、営業損失は68百万円

（前年同四半期は、営業利益27百万円）となりました。

（その他アジア）

　当第２四半期連結累計期間の売上高は16億43百万円（前年同四半期比51.3％増）となり、営業利益は12百万円

（前年同四半期は、営業損失17百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債および純資産の状況）

　当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ46億14百万円減少し、408億42百万円と

なりました。主な要因は、現金預金６億97百万円、受取手形・完成工事未収入金等19億84百万円、電子記録債権６

億３百万円、時価の低下による投資有価証券５億25百万円の減少などによるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ39億64百万円減少し、108億59百万円となりました。主な要因は、支払手

形・工事未払金等18億38百万円や電子記録債務10億22百万円の減少などによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億50百万円減少し、299億83百万円となりました。主な要因は、利益

剰余金７億２百万円の減少などによるものです。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、７億３百万円減少し、80億94百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりでありま

す。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、３億21百万円の支出（前年同四半期は、15億98百万円の収入）となりま

した。主な要因は、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失が６億60百万円となった他、売上債権

の減少31億21百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少31億46百万円などにより資金が減少したこ

とによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、４億３百万円の支出（前年同四半期は、16百万円の収入）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得による支出２億31百万円や無形固定資産の取得による支出１億19百万円など

により資金が減少したことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、５億82百万円の支出（前年同四半期は、６億86百万円の支出）となりま

した。主な要因は、短期借入金の減少３億82百万円や配当金の支払額１億63百万円などにより資金が減少したこと

によるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　今後の日本経済の見通しにつきましては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果

もあり、景気が持ち直していくことが期待されますが、世界的な金融引締め等が続く中、資材調達の価格高騰や急

激な円安の進行等、景気の下振れリスクに十分注意する必要があります。

　このような状況及び当第２四半期累計期間の業績を踏まえ、2022年８月５日に公表いたしました業績予想を次の

とおり修正しております。

　売上高420億円、営業損失２億円、経常利益８億円、親会社株主に帰属する当期純利益５億円。

　詳細につきましては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,904,847 8,207,297

受取手形・完成工事未収入金等 13,256,433 11,272,357

電子記録債権 1,129,753 525,772

未成工事支出金 727,909 990,752

その他 2,226,569 1,074,882

貸倒引当金 △111,967 △124,361

流動資産合計 26,133,545 21,946,701

固定資産

有形固定資産

土地 4,555,694 4,555,694

その他（純額） 2,571,846 2,647,531

有形固定資産合計 7,127,541 7,203,225

無形固定資産

のれん 37,604 －

その他 959,132 955,766

無形固定資産合計 996,737 955,766

投資その他の資産

投資有価証券 4,765,821 4,240,295

投資不動産（純額） 5,329,951 5,366,439

繰延税金資産 118,176 121,180

その他 1,057,923 1,088,731

貸倒引当金 △72,480 △79,480

投資その他の資産合計 11,199,392 10,737,166

固定資産合計 19,323,671 18,896,159

資産合計 45,457,217 40,842,860

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,410,376 4,571,778

電子記録債務 2,067,201 1,044,488

短期借入金 403,440 40,000

未払法人税等 68,840 61,040

未成工事受入金 2,462,583 2,633,690

完成工事補償引当金 18,000 18,000

工事損失引当金 372,409 413,029

賞与引当金 251,598 12,321

その他 1,322,387 992,074

流動負債合計 13,376,838 9,786,422

固定負債

長期借入金 218,796 194,796

繰延税金負債 690,863 319,884

役員退職慰労引当金 7,451 8,164

執行役員退職慰労引当金 35,110 34,270

退職給付に係る負債 110,445 137,042

その他 384,268 378,937

固定負債合計 1,446,934 1,073,094

負債合計 14,823,772 10,859,517

純資産の部

株主資本

資本金 1,190,250 1,190,250

利益剰余金 27,829,692 27,126,954

自己株式 △471,856 △471,889

株主資本合計 28,548,086 27,845,315

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,579,571 1,145,370

為替換算調整勘定 322,861 835,467

退職給付に係る調整累計額 111,564 90,980

その他の包括利益累計額合計 2,013,998 2,071,819

非支配株主持分 71,360 66,208

純資産合計 30,633,444 29,983,342

負債純資産合計 45,457,217 40,842,860
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（単位：千円）

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

売上高 18,709,090 15,968,684

売上原価 16,503,347 14,856,022

売上総利益 2,205,742 1,112,661

販売費及び一般管理費 2,341,446 2,430,106

営業損失（△） △135,704 △1,317,445

営業外収益

受取利息 2,333 2,017

受取配当金 52,631 54,682

受取地代家賃 259,315 250,650

為替差益 61,183 309,875

その他 130,294 196,765

営業外収益合計 505,758 813,991

営業外費用

支払利息 4,292 6,734

不動産賃貸費用 83,339 88,005

その他 104,465 68,776

営業外費用合計 192,097 163,516

経常利益又は経常損失（△） 177,956 △666,969

特別利益

固定資産売却益 1,512 2,852

投資有価証券売却益 － 7,464

特別利益合計 1,512 10,316

特別損失

固定資産除却損 47 3,420

その他 － 308

特別損失合計 47 3,728

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
179,422 △660,382

法人税等 88,030 △106,650

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,391 △553,732

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（△）
4,992 △14,264

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
86,398 △539,467

（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）
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（単位：千円）

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,391 △553,732

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 51,516 △435,388

為替換算調整勘定 164,512 515,195

退職給付に係る調整額 △21,213 △20,583

その他の包括利益合計 194,815 59,223

四半期包括利益 286,206 △494,508

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 286,769 △481,646

非支配株主に係る四半期包括利益 △562 △12,861

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022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又は

税金等調整前四半期純損失（△）
179,422 △660,382

減価償却費 318,300 330,797

のれん償却額 75,208 37,604

貸倒引当金の増減額（△は減少） 663 8,012

工事損失引当金の増減額（△は減少） △5,781 40,620

賞与引当金の増減額（△は減少） △277,871 △239,277

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 720 713

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,035 △840

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,934 21,087

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △9,353 △38,896

受取利息及び受取配当金 △54,965 △56,700

支払利息 4,292 6,734

為替差損益（△は益） △20,481 △147,101

持分法による投資損益（△は益） 15,414 23,514

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,464

有形固定資産除却損 47 3,420

売上債権の増減額（△は増加） 3,316,173 3,121,414

未成工事支出金の増減額（△は増加） 92,940 △216,349

仕入債務の増減額（△は減少） △1,252,957 △3,146,730

未成工事受入金の増減額（△は減少） 36,062 △21,137

その他の資産の増減額（△は増加） △485,034 1,802,217

その他の負債の増減額（△は減少） △238,197 △1,143,580

小計 1,706,573 △282,322

利息及び配当金の受取額 54,965 56,700

利息の支払額 △4,292 △6,734

法人税等の支払額 △158,484 △89,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,598,760 △321,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △191,595 △231,346

有形固定資産の売却による収入 1,555 2,993

無形固定資産の取得による支出 △43,050 △119,417

投資有価証券の取得による支出 △4,533 △4,759

投資有価証券の売却による収入 － 12,684

投資不動産の取得による支出 △3,835 △60,527

定期預金の払戻による収入 288,464 56,385

定期預金の預入による支出 △50,385 △62,386

貸付けによる支出 △14,537 －

貸付金の回収による収入 302 233

保険積立金の払戻による収入 33,505 －

その他の増減額（△は減少） 117 3,060

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,006 △403,080

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：千円）

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

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） △183,943 △382,541

長期借入金の返済による支出 △24,000 △24,000

リース債務の返済による支出 △12,022 △11,721

自己株式の売却による収入 19 －

自己株式の取得による支出 △168,821 △33

配当金の支払額 △298,009 △163,977

財務活動によるキャッシュ・フロー △686,777 △582,273

現金及び現金同等物に係る換算差額 168,736 603,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,096,726 △703,551

現金及び現金同等物の期首残高 6,314,106 8,798,456

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,410,832 8,094,905
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。なお、当該会計基準適用指針の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（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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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

日本
東南
アジア

その他
アジア

計

売上高

外部顧客への売上高 13,755,525 3,905,919 1,047,645 18,709,090 － 18,709,090

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 38,428 38,428 △38,428 －

計 13,755,525 3,905,919 1,086,074 18,747,518 △38,428 18,709,090

セグメント利益又は損失

(△)
554,837 27,795 △17,162 565,470 △701,175 △135,704

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

日本
東南
アジア

その他
アジア

計

売上高

外部顧客への売上高 9,983,993 4,412,339 1,572,350 15,968,684 － 15,968,684

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 39,843 71,156 110,999 △110,999 －

計 9,983,993 4,452,183 1,643,507 16,079,684 △110,999 15,968,684

セグメント利益又は損失

(△)
△590,162 △68,385 12,300 △646,247 △671,197 △1,317,445

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△701,175千円は、主として親会社管理部門に係る費用（配賦不能営業費

用）であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）東南アジア　：　シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア

(2）その他アジア：　中国、台湾、バングラデシュ

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△671,197千円は、主として親会社管理部門に係る費用（配賦不能営業費

用）であります。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

３　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）東南アジア　：　シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア

(2）その他アジア：　中国、台湾、バングラデシュ
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（単位：千円、％）

区分

前第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）
対前年同四半期増減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 12,345,934 60.6 18,356,361 75.8 6,010,426 48.7

電力工事 6,366,213 31.2 3,368,255 13.9 △2,997,957 △47.1

空調給排水工事 1,320,161 6.5 2,182,422 9.0 862,261 65.3

機器製作 350,434 1.7 317,611 1.3 △32,823 △9.4

合計 20,382,744 100.0 24,224,651 100.0 3,841,907 18.8

（単位：千円、％）

区分

前第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）
対前年同四半期増減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 11,220,908 60.0 11,305,880 70.8 84,972 0.8

電力工事 5,422,226 29.0 3,001,632 18.8 △2,420,594 △44.6

空調給排水工事 1,635,483 8.7 1,452,021 9.1 △183,461 △11.2

機器製作 430,471 2.3 209,149 1.3 △221,322 △51.4

合計 18,709,090 100.0 15,968,684 100.0 △2,740,405 △14.6

３．その他

生産、受注及び販売の状況

①　連結受注実績

②　連結売上実績
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