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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第70期

第１四半期
連結累計期間

第71期
第１四半期
連結累計期間

第70期

会計期間
自　2018年４月１日
至　2018年６月30日

自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2018年４月１日
至　2019年３月31日

売上高 (百万円) 12,085 13,421 67,391

経常利益 (百万円) 125 495 4,857

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 57 316 3,041

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △230 △70 1,729

純資産額 (百万円) 35,851 36,596 36,910

総資産額 (百万円) 55,441 57,077 62,877

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 2.50 14.31 134.07

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 64.7 64.1 58.7
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。

　また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に異常な変動等また

は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判

断したものであります。

 

(1)　財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景として、個人消費は底堅く推移

したものの、米中通商摩擦やＩＴ関連需要の停滞に伴い、輸出産業を中心として企業収益の鈍化がみられることか

ら、先行きの不透明感を拭えない状況が続いております。建設業界におきましては、技術者・技能者不足によるコ

スト上昇圧力が顕在化していることに加え、製造業において設備投資を先送りする動きもみられることから、厳し

い受注環境に晒されており、予断を許さない状況が続きました。

このような状況のなか、当社グループといたしましては、中期３か年事業計画に示した基本方針を軸として、規

模の拡大に捉われず、医薬品関連・食品をはじめとする産業設備工事を中心にバランスのとれた受注を推進し、景

気動向に左右されない事業基盤の確保を目指してまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における受注高は、一般ビル設備工事においては前年を上回る受注を確保

したものの、産業設備工事において受注減となったことから、前年同四半期比3.9％減少の17,218百万円(前年同四

半期17,915百万円)となりました。売上高につきましては、前連結会計年度から繰り越した工事が順調に推移した

ことから、前年同四半期比11.1％増加の13,421百万円(前年同四半期12,085百万円)となりました。

利益につきましては、売上高の増加及び工事粗利益率の改善に伴い、営業利益395百万円(前年同四半期 営業利

益43百万円)、経常利益495百万円(前年同四半期 経常利益125百万円)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益

は316百万円(前年同四半期 親会社株主に帰属する四半期純利益57百万円)となりました。
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セグメント別の受注高及び売上高は次のとおりであります。

　

受注高の内訳は、空調衛生設備工事業のうち産業設備工事は10,237百万円(前年同四半期比8.4％減少)、一般ビ

ル設備工事は6,123百万円(前年同四半期比2.0％増加)となりました。官庁民間別内訳は、官公庁工事2,203百万円

(前年同四半期比16.7％減少)、民間工事14,157百万円(前年同四半期比2.6％減少)となりました。

また、電気設備工事業については577百万円(前年同四半期比13.3％増加)となり、冷熱機器販売事業については

280百万円(前年同四半期比26.0％増加)となりました。

 

 

前第１四半期
連結累計期間

(自 2018年４月１日
 至 2018年６月30日)

当第１四半期
連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

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)

比 率
(％)

設備
工事業

空調衛生
設備工事業

 産業設備工事 11,176 62.4 10,237 59.4 △939 △8.4

 一般ビル設備工事 6,006 33.5 6,123 35.6 117 2.0

電 気 設 備 工 事 業 509 2.8 577 3.4 67 13.3

冷 熱 機 器 販 売 事 業 222 1.3 280 1.6 57 26.0

合　　　　　計 17,915 100.0 17,218 100.0 △696 △3.9

空調衛生設備工事業
の官庁民間別内訳

官 公 庁 工 事 2,643 15.4 2,203 13.5 △440 △16.7

民 間 工 事 14,539 84.6 14,157 86.5 △381 △2.6

計 17,183 100.0 16,360 100.0 △822 △4.8
 

 

売上高の内訳は、空調衛生設備工事業のうち産業設備工事は7,770百万円(前年同四半期比10.0％増加)、一般ビ

ル設備工事は4,927百万円(前年同四半期比13.5％増加)となりました。官庁民間別内訳は、官公庁工事1,966百万円

(前年同四半期比29.2％増加)、民間工事10,731百万円(前年同四半期比8.6％増加)となりました。

また、電気設備工事業については425百万円(前年同四半期比3.2％減少)、冷熱機器販売事業については280百万

円(前年同四半期比26.0％増加)となり、その他の事業については17百万円(前年同四半期比2.4％減少)となりまし

た。

　

 

前第１四半期
連結累計期間

(自 2018年４月１日
 至 2018年６月30日)

当第１四半期
連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

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)

比 率
(％)

設備
工事業

空調衛生
設備工事業

 産業設備工事 7,064 58.5 7,770 57.9 705 10.0

 一般ビル設備工事 4,340 35.9 4,927 36.7 586 13.5

電 気 設 備 工 事 業 439 3.6 425 3.2 △13 △3.2

冷 熱 機 器 販 売 事 業 222 1.8 280 2.1 57 26.0

そ の 他 の 事 業 17 0.2 17 0.1 △0 △2.4

合　　　　　計 12,085 100.0 13,421 100.0 1,336 11.1

空調衛生設備工事業
の官庁民間別内訳

官 公 庁 工 事 1,521 13.3 1,966 15.5 444 29.2

民 間 工 事 9,883 86.7 10,731 84.5 848 8.6

計 11,404 100.0 12,697 100.0 1,292 11.3
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(資産の部)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて5,338百万円減少し、39,952百万円となりました。これは主に電子記録

債権が2,028百万円、受取手形・完成工事未収入金等が1,714百万円並びに現金及び預金が1,652百万円減少したこ

とによるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて461百万円減少し、17,124百万円となりました。これは主に投資有価証

券が498百万円減少したことによるものであります。

(負債の部)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5,438百万円減少し、18,463百万円となりました。これは主に支払手

形・工事未払金等が3,411百万円及び未払法人税等が1,135百万円減少したことによるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて47百万円減少し、2,016百万円となりました。これは主に長期借入金が

30百万円減少したことによるものであります。

(純資産の部)

純資産は、前連結会計年度末に比べて313百万円減少し、36,596百万円となりました。これは主に利益剰余金が

73百万円増加し、その他有価証券評価差額金が344百万円減少したことによるものであります。

 

(2)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

(3)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発投資額は、72百万円であります。

 

　(4)　資金の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループの主要な資金需要は、工事施工のための材料費、労務費、経費や販売費及び一般管理費等の営業費

用であります。これらの資金需要につきましては、利益の計上により生み出された営業キャッシュ・フロー及び自

己資金のほか、金融機関からの借入による資金調達にて対応しております。

また、手元の運転資金につきましては、地域別に設置された当社の事業所及び一部の子会社の余剰資金を当社の

本社機構へ集中し、一元管理を行うことで資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対して

は、迅速かつ確実に資金を調達できるようにコミットメントライン契約を締結し、流動性リスクに備えておりま

す。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

 ① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 79,994,522

計 79,994,522
 

 

 ② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,888,604 22,888,604
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は
100株であります。

計 22,888,604 22,888,604 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年６月30日 ― 22,888,604 ― 2,746 ― 2,498
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができませんので、直前の基準日である2019年３月31日の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

2019年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 737,500

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

221,067 単元株式数は100株であります。
22,106,700

単元未満株式 普通株式 44,404
 

― ―

発行済株式総数 22,888,604 ― ―

総株主の議決権 ― 221,067 ―
 

(注)１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,700株(議決権77個)含まれ

ております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社テクノ菱和

東京都港区芝大門
２－12－８

737,500 ― 737,500 3.22

計 ― 737,500 ― 737,500 3.22
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令

第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019

年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 14,016 12,363

  受取手形・完成工事未収入金等 ※1  23,887 ※1  22,173

  電子記録債権 ※1  6,612 ※1  4,583

  未成工事支出金 212 343

  商品 0 0

  材料貯蔵品 2 2

  その他 571 495

  貸倒引当金 △11 △10

  流動資産合計 45,291 39,952

 固定資産   

  有形固定資産 4,375 4,340

  無形固定資産 243 228

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,243 7,745

   その他 4,751 4,837

   貸倒引当金 △27 △27

   投資その他の資産合計 12,967 12,555

  固定資産合計 17,586 17,124

 資産合計 62,877 57,077
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 10,977 7,566

  電子記録債務 7,449 6,772

  短期借入金 － 760

  1年内返済予定の長期借入金 120 120

  未払法人税等 1,151 15

  未成工事受入金 546 1,158

  賞与引当金 769 161

  役員賞与引当金 79 9

  完成工事補償引当金 157 178

  工事損失引当金 12 24

  その他 2,639 1,697

  流動負債合計 23,902 18,463

 固定負債   

  長期借入金 140 110

  繰延税金負債 1,285 1,269

  再評価に係る繰延税金負債 135 135

  退職給付に係る負債 241 245

  その他 262 256

  固定負債合計 2,064 2,016

 負債合計 25,967 20,480

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,746 2,746

  資本剰余金 2,498 2,498

  利益剰余金 28,590 28,664

  自己株式 △656 △656

  株主資本合計 33,179 33,252

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,475 3,131

  土地再評価差額金 △64 △64

  為替換算調整勘定 △0 △0

  退職給付に係る調整累計額 315 277

  その他の包括利益累計額合計 3,726 3,343

 非支配株主持分 4 －

 純資産合計 36,910 36,596

負債純資産合計 62,877 57,077
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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：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 12,085 13,421

売上原価 10,587 11,522

売上総利益 1,497 1,898

販売費及び一般管理費 1,454 1,503

営業利益 43 395

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 72 83

 その他 23 25

 営業外収益合計 95 108

営業外費用   

 支払利息 4 3

 為替差損 9 5

 その他 0 0

 営業外費用合計 14 9

経常利益 125 495

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 5

 特別利益合計 － 5

税金等調整前四半期純利益 125 500

法人税、住民税及び事業税 18 23

法人税等調整額 50 165

法人税等合計 68 188

四半期純利益 56 312

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 △4

親会社株主に帰属する四半期純利益 57 316
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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：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 56 312

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △279 △344

 為替換算調整勘定 △1 0

 退職給付に係る調整額 △5 △38

 その他の包括利益合計 △286 △382

四半期包括利益 △230 △70

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △228 △65

 非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △4
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理してお

ります。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手

形等が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

受取手形 464百万円 48百万円

電子記録債権 0百万円 1百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間(自　2018年４月１日　至　2018年６月30日)及び

当第１四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年６月30日)

当社グループの売上高は、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第１

四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における売上高に比べ、第４四半期連結会計期間の売上高が著

しく多くなるといった季節的変動があります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

減価償却費 59百万円 77百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　2018年４月１日　至　2018年６月30日)

１.　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 274 12.00 2018年３月31日 2018年６月28日 利益剰余金
 

 

２.　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年６月30日)

１.　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月26日
定時株主総会

普通株式 243 11.00 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金
 

 

２.　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日　至　2018年６月30日)及び

当第１四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年６月30日)

当社は、「設備工事業」を単一の報告セグメントとしているため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

１株当たり四半期純利益  2円50銭 14円31銭

(算定上の基礎)    

親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) 57 316

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

(百万円) 57 316

普通株式の期中平均株式数 (株) 22,875,186 22,151,016
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社テクノ菱和(E00225)

四半期報告書

16/17



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

　
2019年８月５日

 

株式会社テクノ菱和

取締役会　御中
 

　

有限責任監査法人トーマツ
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 滝　　沢   勝　　己 印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　村　　広　　樹 印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社テクノ

菱和の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年６

月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社テクノ菱和及び連結子会社の2019年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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