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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年３月期第３四半期 24,597 － 1,257 － 1,260 － 811 －

26年３月期第３四半期 － － － － － － － －
(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 899百万円( －％) 26年３月期第３四半期 －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

27年３月期第３四半期 21.05 －

26年３月期第３四半期 － －
(注) 平成26年３月期第３四半期は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、平成26年３月期第３四半期の数値及

び対前年同四半期増減率については記載しておりません。
　
（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 ％

27年３月期第３四半期 26,289 11,394 43.3

26年３月期 26,152 10,567 40.4
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 11,394百万円 26年３月期 10,567百万円

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

26年３月期 － － － 5.00 5.00

27年３月期 － － －

27年３月期(予想) 6.00 6.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

配当予想の修正については、本日（平成27年１月30日）公表いたしました「通期業績予想及び期末配当予想の修正に関す
るお知らせ」をご覧ください。

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27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 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 34,300 3.8 1,770 21.6 1,770 21.8 1,130 △6.5 29.30
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

業績予想の修正については、本日（平成27年１月30日）公表いたしました「通期業績予想及び期末配当予想の修正に関す
るお知らせ」をご覧ください。
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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 ： 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 ： 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
　

（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) 27年３月期３Ｑ 39,600,000株 26年３月期 39,600,000株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 1,035,626株 26年３月期 1,036,815株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 38,564,793株 26年３月期３Ｑ －株

　
※ 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連結財務諸表の四半期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連結業績見通し等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において想定できる経済情勢、
市場動向などを前提として作成したものであり、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。
なお、上記連結業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「(1) 経営成績に関する説明」をご参照下さい。
・当社は、平成26年３月期第４四半期連結会計期間に子会社を取得したため、第１四半期連結会計期間より四半期連
結財務諸表を作成しております。
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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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安による原材料価格の上昇や消費税引き上げ後の反

動減からの回復が勢いを欠き個人消費などに弱さが見られましたが、好調な企業収益を背景に設備投資が増

加基調にあるなど、緩やかな回復傾向で推移いたしました。このような状況下、当社グループは事業環境の

好転を背景に受注量の確保、工事販売原価管理の徹底に向けて努力してまいりました。 

この結果、消費税率引き上げに伴う需要の大きな反動もなく、受注高は 257 億５千７百万円となりました。 

売上高につきましては 245 億９千７百万円となり、経常利益につきましては工事原価管理の強化により

12 億６千万円となりました。 

四半期純利益につきましては、８億１千１百万円となりました。 

繰越受注高は 147 億１千３百万円となりました。 

なお、当社は平成 26 年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比につい

ては記載しておりません。 

 

（2）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 262 億８千９百万円となり、前連結会計年度末比１億３千７百

万円増加となりました。これは主に売上債権の回収により完成工事未収入金等が減少した一方、設備投資

により有形固定資産が増加したことによるものであります。 

負債につきましては 148 億９千５百万円となり前連結会計年度末比６億９千万円減少となりました。こ

れは主に仕入債務の支払により支払手形・工事未払金等が減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、113 億９千４百万円となり前連結会計年度末比８億２千７百万円増加となりまし

た。これは主に四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は 43.3％となり、前連結会計年度末 40.4％を 2.9 ポイント上回ることとなりま

した。 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

最近の動向を踏まえ、平成 26 年９月 26 日に公表いたしました平成 27 年３月期の通期の業績予想を修正

いたしました。詳細につきましては、本日（平成 27 年１月 30 日）公表の「通期業績予想及び期末配当予

想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

三晃金属工業株式会社 (1972) 平成27年３月期　第３四半期決算短信

2



 

 

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 

該当事項はありません。 

 

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年５月

17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第

67 項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計

算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、

割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付

の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更い

たしました。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従って、

当第３四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を

利益剰余金に加減しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が 186 百万円減少し、利益剰余金が

120 百万円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ７百万円減少しております。 
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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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,113 2,560

受取手形・完成工事未収入金等 10,192 8,699

電子記録債権 165 1,251

製品及び半製品 321 395

未成工事支出金 1,563 1,936

材料貯蔵品 702 744

その他 2,774 2,889

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 18,829 18,472

固定資産

有形固定資産

土地 4,327 4,327

その他（純額） 1,697 2,345

有形固定資産合計 6,024 6,673

無形固定資産 144 140

投資その他の資産

退職給付に係る資産 - 29

その他 1,162 980

貸倒引当金 △8 △7

投資その他の資産合計 1,154 1,002

固定資産合計 7,323 7,817

資産合計 26,152 26,289
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 8,855 8,339

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 563 158

賞与引当金 21 9

完成工事補償引当金 103 72

工事損失引当金 1 -

その他 1,762 2,197

流動負債合計 12,308 11,777

固定負債

役員退職慰労引当金 135 149

退職給付に係る負債 1,674 1,509

その他 1,466 1,458

固定負債合計 3,276 3,117

負債合計 15,585 14,895

純資産の部

株主資本

資本金 1,980 1,980

資本剰余金 344 344

利益剰余金 6,972 7,711

自己株式 △288 △288

株主資本合計 9,008 9,747

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35 61

土地再評価差額金 2,047 2,047

退職給付に係る調整累計額 △524 △461

その他の包括利益累計額合計 1,558 1,646

純資産合計 10,567 11,394

負債純資産合計 26,152 26,289
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 24,597

売上原価 20,056

売上総利益 4,541

販売費及び一般管理費 3,284

営業利益 1,257

営業外収益

受取配当金 7

その他 2

営業外収益合計 10

営業外費用

支払利息 5

コミットメントフィー 1

その他 0

営業外費用合計 7

経常利益 1,260

特別利益

保険差益 15

特別利益合計 15

特別損失

支払補償費 10

災害による損失 2

その他 1

特別損失合計 13

税金等調整前四半期純利益 1,261

法人税、住民税及び事業税 375

過年度法人税等 △17

法人税等調整額 92

法人税等合計 450

少数株主損益調整前四半期純利益 811

四半期純利益 811
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 811

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 25

退職給付に係る調整額 62

その他の包括利益合計 87

四半期包括利益 899

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 899

少数株主に係る四半期包括利益 -
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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） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 26 年４月１日 至 平成 26 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 
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４．補足情報

（１）(要約)四半期個別貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,799 2,421

受取手形・完成工事未収入金等 10,120 8,632

電子記録債権 165 1,251

製品及び半製品 202 279

未成工事支出金 1,567 1,942

材料貯蔵品 676 712

その他 2,747 2,865

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 18,273 18,100

固定資産

有形固定資産

土地 4,144 4,144

その他（純額） 1,509 2,166

有形固定資産合計 5,653 6,310

無形固定資産 143 140

投資その他の資産

その他 1,071 1,014

貸倒引当金 △8 △7

投資その他の資産合計 1,063 1,007

固定資産合計 6,860 7,458

資産合計 25,134 25,559
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 8,830 8,399

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 561 158

完成工事補償引当金 103 72

工事損失引当金 1 -

その他 1,642 2,155

流動負債合計 12,139 11,786

固定負債

退職給付引当金 1,022 1,020

役員退職慰労引当金 130 143

その他 1,399 1,389

固定負債合計 2,552 2,553

負債合計 14,691 14,339

純資産の部

株主資本

資本金 1,980 1,980

資本剰余金 344 344

利益剰余金 6,322 7,075

自己株式 △288 △288

株主資本合計 8,358 9,110

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35 61

土地再評価差額金 2,047 2,047

評価・換算差額等合計 2,083 2,108

純資産合計 10,442 11,219

負債純資産合計 25,134 25,559
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（２）(要約)四半期個別損益計算書

(第３四半期累計期間)

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 22,611 24,417

売上原価 18,754 19,941

売上総利益 3,857 4,475

販売費及び一般管理費 3,064 3,207

営業利益 792 1,268

営業外収益 21 9

営業外費用 16 7

経常利益 797 1,270

特別利益 - 15

特別損失 60 13

税引前四半期純利益 736 1,272

法人税等 345 448

四半期純利益 391 824

（参考）１株当たり四半期純利益 ９円91銭 21円38銭

　

（注）１.開示した四半期個別財務諸表は、「四半期財務諸表規則」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」に準じて

記載しております。

２.科目の区分掲記につきましては、要約して記載しております。
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（3）受注及び販売の状況（個別） 

① 部門別受注高及び部門別受注残高 

当第３四半期累計期間における部門別受注高及び受注残高を示すと、次のとおりであります。 

長 尺 屋 根 19,445 9.8 12,391 10.8

Ｒ － Ｔ 513 0.9 370 10.0

ハ イ タ フ 1,755 38.9 999 44.8

ソ ー ラ ー 607 △ 80.8 875 △ 63.9

小           計 22,321 △ 1.4 14,637 0.0

289 △ 16.9 76 △ 46.0

2,945 10.5 - -

20 - - -

25,577 △ 0.3 14,713 △ 0.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

前年同四半期比
（％）

屋

根

受注残高
前年同四半期比

（％）

建 材

受注高

（単位：百万円）

合 計

区分

塗 装

売 電

 
 

② 部門別売上高 

当第３四半期累計期間における部門別売上高を示すと、次のとおりであります。 

長 尺 屋 根 17,246 8.8

Ｒ － Ｔ 513 1.6

ハ イ タ フ 1,651 32.5

ソ ー ラ ー 1,782 △ 13.5

小           計 21,194 7.8

256 △ 9.0

2,945 10.5

20 -

24,417 8.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

売上高
前年同四半期比

（％）

（単位：百万円）

合 計

区分

売 電

建 材

塗 装

屋

根
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