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(百万円未満切捨て)
１．平成28年５月期第３四半期の連結業績（平成27年６月１日～平成28年２月29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 ％

28年５月期第３四半期 18,270 △2.0 △185 － △200 － △2 －

27年５月期第３四半期 18,649 16.5 266 － 251 － 132 －
(注) 包括利益 28年５月期第３四半期 △426百万円( －％) 27年５月期第３四半期 374百万円( －％)
　

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

28年５月期第３四半期 △0.14 －

27年５月期第３四半期 7.22 －
　

　

（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 ％

28年５月期第３四半期 33,809 15,230 45.0

27年５月期 33,999 15,822 46.5
(参考) 自己資本 28年５月期第３四半期 15,230百万円 27年５月期 15,822百万円
　　

　

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

27年５月期 － 3.00 － 5.00 8.00

28年５月期 － 4.00 －

28年５月期(予想) 4.00 8.00
(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．平成28年５月期の連結業績予想（平成27年６月１日～平成28年５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 30,800 6.0 1,080 52.8 1,100 56.3 840 66.0 45.82
(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 ： 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 ： 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) 28年５月期３Ｑ 21,425,548株 27年５月期 21,425,548株

② 期末自己株式数 28年５月期３Ｑ 3,091,244株 27年５月期 3,091,040株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年５月期３Ｑ 18,334,402株 27年５月期３Ｑ 18,334,612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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、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レビュー手続は終了しており、平成28年4月6日付で四半期レ
ビュー報告書を受領しています。

※ 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2ページ「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の業況判断の一部に慎重さが増しているなど、弱さもみ

られるものの、個人消費はおおむね横ばいとなり、設備投資は持ち直しの動きがみられるなど、景気は緩やかな回

復基調が続いていると思われます。

一方で、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、わが国の景気が下押しされるリスクがあ

るほか、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響に留意する必要もあり、依然として不透明な状

況で推移しました。

当社グループを取り巻く事業環境は、公共投資が緩やかに減少していることに加え、公共投資関係費の削減およ

びコスト縮減が行われたことによる企業間競争の激化により、非常に厳しい環境が続きました。

このような状況のもとで当社グループは、成長企業へのさらなる転換を図るため、顧客ニーズを的確に捉えたソ

リューション提案を強化するほか、グループ一丸となった販売体制の強化を推進し、販売活動を展開してまいりま

した。その結果、受注高は21,280百万円（前年同期比11.0％減）、売上高は18,270百万円（前年同期比2.0％減）と

なりました。

損益につきましては、トータルコストダウンをさらに推進するとともに、全生産プロセス・全業務プロセスにお

ける品質の向上を追求し、強固な企業体質の構築を推し進めるべく諸施策を実施した結果、経常損失は200百万円

（前年同期251百万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は2百万円（前年同期132百万円の利益）となり

ました。

なお、当社グループの事業の特徴として、受注した装置類の納期等が３月末に集中することから、売上および利

益計上が第４四半期に集中する傾向にあります。

　
各セグメントの業績は、次のとおりであります。

　①環境事業

環境事業については、公共投資関係費の削減等による企業間競争の激化により、引き続き厳しい事業環境が続

き、受注高6,922百万円（前年同期比27.9％減）、売上高7,434百万円（前年同期比1.3％減）、セグメント損失779

百万円（前年同期380百万円の損失）となりました。

　②バルブ事業

バルブ事業については、公共投資関係費の削減等による企業間競争の激化により、引き続き厳しい事業環境が

続き、受注高7,853百万円（前年同期比2.1％減）、売上高6,878百万円（前年同期比4.5％減）、セグメント利益

247百万円（前年同期比8.9％減）となりました。

　③メンテナンス事業

メンテナンス事業については、公共投資関係費の削減等による企業間競争の激化により、引き続き厳しい事業

環境が続きましたが、受注高6,504百万円（前年同期比3.5％増）、売上高3,956百万円（前年同期比1.0％増）、セ

グメント利益395百万円（前年同期比1.1％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は33,809百万円となり、前連結会計年度末に比べ189百万円減少

しました。主な変動項目としましては、受取手形及び売掛金が2,242百万円、仕掛品が1,671百万円増加しており、

現金及び預金が4,529百万円減少しております。

負債合計は18,579百万円となり、前連結会計年度末に比べ402百万円増加しました。主な変動項目としましては、

短期借入金が900百万円、社債が245百万円増加しており、支払手形及び買掛金が728百万円減少しております。

純資産合計は15,230百万円となり、前連結会計年度末に比べ591百万円減少しました。主な変動項目としまして

は、その他有価証券評価差額金が423百万円、利益剰余金が167百万円減少しております。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年５月期の第３四半期連結累計期間及び通期業績予想につきましては、平成27年７月14日に「平成27年５

月期 決算短信」で公表しました業績予想に変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）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。

（３）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

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前

連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,529 6,000

受取手形及び売掛金 6,930 9,173

電子記録債権 1,192 1,506

商品及び製品 1,799 1,717

仕掛品 1,624 3,295

原材料及び貯蔵品 1,153 1,478

繰延税金資産 8 268

その他 251 666

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 23,488 24,104

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,173 2,134

機械装置及び運搬具（純額） 1,162 1,102

工具、器具及び備品（純額） 435 431

土地 3,613 3,613

有形固定資産合計 7,385 7,282

無形固定資産 187 97

投資その他の資産

その他 2,949 2,336

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 2,937 2,325

固定資産合計 10,510 9,705

資産合計 33,999 33,809
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,818 7,089

短期借入金 － 900

1年内償還予定の社債 310 360

1年内返済予定の長期借入金 300 2,666

リース債務 278 176

未払金 1,109 994

未払賞与 323 －

未払法人税等 113 41

前受金 1,726 1,840

賞与引当金 － 163

工事損失引当金 151 65

完成工事補償引当金 2 119

その他 410 568

流動負債合計 12,544 14,986

固定負債

社債 536 781

長期借入金 3,599 1,833

退職給付に係る負債 1,082 659

長期未払金 14 81

リース債務 103 109

繰延税金負債 297 128

固定負債合計 5,632 3,592

負債合計 18,177 18,579

純資産の部

株主資本

資本金 5,233 5,233

資本剰余金 4,794 4,794

利益剰余金 6,200 6,032

自己株式 △1,007 △1,007

株主資本合計 15,221 15,053

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 601 177

その他の包括利益累計額合計 601 177

純資産合計 15,822 15,230

負債純資産合計 33,999 33,809
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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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 18,649 18,270

売上原価 14,700 14,772

売上総利益 3,948 3,497

販売費及び一般管理費 3,681 3,683

営業利益又は営業損失（△） 266 △185

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 56 63

その他 6 4

営業外収益合計 65 70

営業外費用

支払利息 63 55

社債発行費 － 12

支払手数料 13 13

その他 3 2

営業外費用合計 80 84

経常利益又は経常損失（△） 251 △200

特別利益

退職給付制度改定益 － 330

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 3

特別利益合計 0 334

特別損失

訴訟関連損失 － 207

完成工事補償引当金繰入額 － 101

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 31 15

ゴルフ会員権評価損 2 3

特別損失合計 34 327

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（△）

217 △193

法人税、住民税及び事業税 87 73

法人税等調整額 △2 △264

法人税等合計 84 △191

四半期純利益又は四半期純損失（△） 132 △2

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（△）

132 △2
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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)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 132 △2

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 242 △423

その他の包括利益合計 242 △423

四半期包括利益 374 △426

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 374 △426

非支配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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第３四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成27年２月28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
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２環境事業

バルブ
事業

メンテナ
ンス事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,529 7,200 3,919 18,649 － 18,649

セグメント間の内部売上高
又は振替高

58 508 25 593 △593 －

計 7,588 7,709 3,944 19,242 △593 18,649

セグメント利益又は損失（△） △380 271 400 290 △24 266

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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利益と調整を行っております。

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29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
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２環境事業

バルブ
事業

メンテナ
ンス事業

計

売上高

外部顧客への売上高 7,434 6,878 3,956 18,270 － 18,270

セグメント間の内部売上高
又は振替高

90 583 60 734 △734 －

計 7,525 7,461 4,017 19,004 △734 18,270

セグメント利益又は損失（△） △779 247 395 △136 △48 △185

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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