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(百万円未満切捨て)

１．2018年３月期第１四半期の連結業績（2017年４月１日～2017年６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 ％

2018年３月期第１四半期 32,933 △2.8 △960 ― △593 ― △604 ―

2017年３月期第１四半期 33,866 △1.8 △265 ― 27 ― △2 ―

(注)包括利益 2018年３月期第１四半期 471 百万円 (―％) 2017年３月期第１四半期 △2,284 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

2018年３月期第１四半期 △9.50 ―

2017年３月期第１四半期 △0.05 ―
　
（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 ％

2018年３月期第１四半期 152,781 85,161 55.7

2017年３月期 166,612 85,961 51.5

(参考) 自己資本 2018年３月期第１四半期 85,041 百万円 2017年３月期 85,814 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

2017年３月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00

2018年３月期 ―

2018年３月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2017年３月期 期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 特別配当10円00銭

　

３．2018年３月期の連結業績予想（2017年４月１日～2018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)

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

第２四半期(累計) 75,000 6.6 300 426.3 600 63.0 300 31.0 4.72

通期 180,000 6.8 7,000 16.4 7,500 9.0 5,000 6.4 78.64

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 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

（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) 2018年３月期１Ｑ 63,661,156株 2017年３月期 66,661,156株

② 期末自己株式数 2018年３月期１Ｑ 79,537株 2017年３月期 3,098,491株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2018年３月期１Ｑ 63,576,904株 2017年３月期１Ｑ 63,558,165株

　

※ 四半期決算短信は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
連結業績予想及び個別業績予想につきましては、2017年５月12日発表の数値から変更はありません。

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績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。
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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

当社グループは、中期経営計画“Century 2025” Phase1を着実に実行し、引き続き環境変化に柔軟に対応できる

企業体制を構築しながら、新技術の開発、コーポレートガバナンスの一層の強化に取組み、コンプライアンスの徹

底を土台として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け鋭意努力を重ねてまいります。

当第１四半期連結累計期間の連結業績は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

受注高 売上高 営業損失（△）
経常利益又は
経常損失(△)

親会社株主に
帰属する四半期
純損失（△）

当第１四半期
連結累計期間

38,209 32,933 △960 △593 △604

前第１四半期
連結累計期間

55,338 33,866 △265 27 △2

増 減 △17,129 △933 △694 △621 △601

増減率 △31.0% △2.8% ― ― ―

当期首 当期末
当期首からの

増減
増減率

繰越受注高 123,756 129,032 5,276 4.3%

　
受注高につきましては、前年同期と比較して171億2千9百万円減少いたしました。また、売上高につきましても、

前年同期と比較して9億3千3百万円の減収となりました。利益面につきましては、営業損益、経常損益及び親会社株

主に帰属する四半期純損益のいずれにつきましても前年同期と比較して悪化いたしました。
　

セグメントの業績は、次のとおりです。

　なお、建築設備事業、機械システム事業及び環境システム事業につきましては、通常の営業形態として、工事の

完成引渡しが年度末に集中する影響で、売上高及び利益額が第４四半期に偏る季節要因があります。

① 建築設備事業

　ビル空調衛生、主に工場向けの空調設備を中心とする産業空調、電気設備及びファシリティシステムに関する事

業等、建築設備工事の概ね全てを包含する事業で構成されております。

　受注高は305億6千8百万円（前年同期比33.4％減）、売上高は279億1千2百万円（前年同期比2.6％減）、セグメ

ント損失（経常損失）は6億1千万円（前年同期はセグメント利益4千6百万円）となりました。

　受注高は、前年同期に大型物件を受注した影響等により減少いたしました。

② 機械システム事業

　主に搬送システム及び搬送機器に関する製造販売事業で構成されております。

　受注高は37億2千万円（前年同期比83.2％増）、売上高は22億3千万円（前年同期比8.4％減）、セグメント利益

（経常利益）は2千8百万円（前年同期はセグメント利益1億2千1百万円）となりました。

　受注高は、大型搬送用設備の受注により増加いたしました。

③ 環境システム事業

　主に官公庁発注の上下水道施設及び廃棄物処理施設に関する事業で構成されております。

　受注高は35億2千万円（前年同期比52.8％減）、売上高は24億8千7百万円（前年同期比3.4％減）、セグメント損

失（経常損失）は5億6千5百万円（前年同期はセグメント損失5億4千6百万円）となりました。

　受注高は前年同期に長期の維持管理業務を受託した影響等により減少いたしました。

④ 不動産事業

　売上高は4億1千9百万円（前年同期比8.0％増）、セグメント利益（経常利益）は、1億1百万円（前年同期はセグ

メント利益6千2百万円）となりました。

⑤ その他

　売上高は1億5千9百万円（前年同期比26.2％増）、セグメント利益（経常利益）は、3千9百万円（前年同期はセ

グメント利益1千4百万円）となりました。
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三機工業株式会社(1961) 2018年３月期 第１四半期決算短信

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における流動資産は982億9千1百万円（前連結会計年度末比14.5％減）、固定資産は

544億9千万円（前連結会計年度末比5.4％増）となりました。その結果、総資産は1,527億8千1百万円（前連結会計

年度末比8.3％減）となりました。

総資産の減少の主な要因は、流動資産の受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。

これは当社グループの売上高は期末に集中するため、各四半期連結会計期間末の受取手形・完成工事未収入金等は、

前連結会計年度末と比べて減少するという季節的変動によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における流動負債は552億3千1百万円（前連結会計年度末比19.7％減）、固定負債は

123億8千8百万円（前連結会計年度末比4.3％増）となりました。その結果、負債合計は676億1千9百万円（前連結会

計年度末比16.2％減）となりました。

負債の減少の主な要因は、流動負債の支払手形・工事未払金等が減少したことによるものであります。これは総

資産の減少要因と同様に、各四半期連結会計期間末の支払手形・工事未払金等は、前連結会計年度末と比べて減少

するという季節的変動によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における純資産は851億6千1百万円（前連結会計年度末比0.9％減）となりました。

　

（３）連結業績予想に関する定性的情報

　 連結業績予想及び個別業績予想につきましては、2017年５月12日発表の数値から変更はありません。
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三機工業株式会社(1961) 2018年３月期 第１四半期決算短信

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
(2017年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2017年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 34,187 34,660

受取手形・完成工事未収入金等 58,168 41,977

電子記録債権 8,570 7,159

有価証券 6,999 6,999

未成工事支出金 1,692 2,082

原材料及び貯蔵品 453 514

繰延税金資産 1,615 1,838

その他 3,231 3,069

貸倒引当金 △13 △10

流動資産合計 114,906 98,291

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 39,364 39,613

減価償却累計額 △35,363 △35,411

建物・構築物（純額） 4,001 4,202

機械、運搬具及び工具器具備品 3,187 2,991

減価償却累計額 △2,789 △2,587

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 397 403

土地 3,958 3,897

リース資産 676 666

減価償却累計額 △205 △223

リース資産（純額） 470 443

建設仮勘定 21 63

有形固定資産合計 8,849 9,010

無形固定資産

その他 542 519

無形固定資産合計 542 519

投資その他の資産

投資有価証券 32,497 33,648

長期貸付金 145 136

退職給付に係る資産 4,493 4,483

敷金及び保証金 1,256 1,309

保険積立金 486 435

繰延税金資産 237 260

その他 4,151 5,641

貸倒引当金 △955 △955

投資その他の資産合計 42,314 44,960

固定資産合計 51,705 54,490

資産合計 166,612 152,781
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2017年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2017年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 48,277 39,578

短期借入金 5,654 4,797

リース債務 158 157

未払法人税等 887 88

未成工事受入金 5,728 4,895

賞与引当金 2,285 1,084

役員賞与引当金 143 36

完成工事補償引当金 422 390

工事損失引当金 970 1,037

繰延税金負債 22 29

その他 4,223 3,135

流動負債合計 68,776 55,231

固定負債

リース債務 452 408

退職給付に係る負債 2,274 2,373

役員退職慰労引当金 79 68

繰延税金負債 4,187 4,599

その他 4,881 4,936

固定負債合計 11,875 12,388

負債合計 80,651 67,619

純資産の部

株主資本

資本金 8,105 8,105

資本剰余金 4,181 4,182

利益剰余金 68,314 64,258

自己株式 △2,251 △57

株主資本合計 78,348 76,488

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,928 11,752

為替換算調整勘定 △125 △150

退職給付に係る調整累計額 △3,337 △3,048

その他の包括利益累計額合計 7,465 8,553

新株予約権 126 111

非支配株主持分 19 8

純資産合計 85,961 85,161

負債純資産合計 166,612 152,781
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

【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 2016年４月１日
　至 2016年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

売上高

完成工事高 33,438 32,447

不動産事業等売上高 427 485

売上高合計 33,866 32,933

売上原価

完成工事原価 29,651 29,148

不動産事業等売上原価 308 302

売上原価合計 29,960 29,451

売上総利益

完成工事総利益 3,786 3,298

不動産事業等総利益 118 183

売上総利益合計 3,905 3,482

販売費及び一般管理費 4,171 4,442

営業損失（△） △265 △960

営業外収益

受取利息 5 5

受取配当金 336 328

その他 58 113

営業外収益合計 400 446

営業外費用

支払利息 19 18

その他 87 61

営業外費用合計 106 79

経常利益又は経常損失（△） 27 △593

特別損失

固定資産売却損 ― 54

固定資産除却損 ― 273

特別損失合計 ― 327

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（△）

27 △921

法人税、住民税及び事業税 45 0

法人税等調整額 0 △306

法人税等合計 46 △305

四半期純損失（△） △19 △615

（内訳）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2 △604

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △16 △11

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,471 824

為替換算調整勘定 △35 △25

退職給付に係る調整額 241 288

その他の包括利益合計 △2,265 1,087

四半期包括利益 △2,284 471

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,266 483

非支配株主に係る四半期包括利益 △17 △11
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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１四半期連結累計期間

(自 2016年４月１日
　至 2016年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６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（△）

27 △921

減価償却費 168 193

固定資産除却損 6 273

事務所移転費用 ― 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 △2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 405 527

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） ― △10

工事損失引当金の増減額（△は減少） 184 66

損害補償損失引当金の増減額（△は減少） △13 ―

受取利息及び受取配当金 △341 △333

支払利息 19 18

有形固定資産売却損益（△は益） △1 54

投資有価証券売却損益（△は益） ― △4

売上債権の増減額（△は増加） 18,005 17,600

未成工事支出金の増減額（△は増加） △980 △389

仕入債務の増減額（△は減少） △10,566 △8,697

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,396 △833

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,407 △1,243

その他 △1,697 △1,336

小計 5,223 4,973

利息及び配当金の受取額 342 332

利息の支払額 △15 △14

法人税等の支払額 △2,174 △897

事務所移転費用の支払額 ― △3

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,375 4,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 ― △1,500

有価証券の取得による支出 △1,000 △3,200

有価証券の償還による収入 1,000 3,200

有形固定資産の取得による支出 △91 △103

有形固定資産の売却による収入 1 6

有形固定資産の除却による支出 ― △190

投資有価証券の取得による支出 △340 △6

投資有価証券の売却による収入 ― 35

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 10 9

保険積立金の払戻による収入 ― 39

その他 △152 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △573 △1,733

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） △768 △771

長期借入金の返済による支出 △85 △85

自己株式の取得による支出 ― △0

ストックオプションの行使による収入 0 0

リース債務の返済による支出 △35 △39

配当金の支払額 △1,334 △1,271

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,224 △2,167

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 546 473

現金及び現金同等物の期首残高 32,501 39,187

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,047 39,660
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（４）継続企業の前提に関する注記

　 該当事項はありません。

（５）セグメント情報等

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2016年４月１日 至 2016年６月30日）

１．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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
（注）３

建築設備
事業

機械
システム
事業

環境
システム
事業

不動産
事業

計

売上高 28,653 2,434 2,576 388 34,052 126 34,179 △312 33,866

セグメント利益
又は損失（△）

46 121 △546 62 △316 14 △301 329 27

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース事業及び保険代理事業等

を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額329百万円には、各報告セグメントに配分していない全社損益261百

万円、社内上各セグメントに配賦した金利負担の戻入額68百万円が含まれております。なお、全社損益の主

なものは、各セグメントに帰属しない利息及び配当金、全社費用の配賦差額などであります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）

１．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

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額
（注）３

建築設備
事業

機械
システム
事業

環境
システム
事業

不動産
事業

計

売上高 27,912 2,230 2,487 419 33,050 159 33,210 △276 32,933

セグメント利益
又は損失（△）

△610 28 △565 101 △1,044 39 △1,005 411 △593

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース事業及び保険代理事業等

を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額411百万円には、各報告セグメントに配分していない全社損益283百

万円、社内上各セグメントに配賦した金利負担の戻入額44百万円、各セグメントに帰属する固定資産売却損

等を特別損失に計上したことによる調整額83百万円が含まれております。なお、全社損益の主なものは、各

セグメントに帰属しない利息及び配当金、全社費用の配賦差額などであります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益と調整を行っております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、2017年５月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の消却を行いました。これによる当第１四半

期連結累計期間の自己株式及び利益剰余金の減少額は2,180百万円となり、当第１四半期連結会計期間末の自己

株式は57百万円となっております。
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