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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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
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3四半期 32,305 △5.2 △862 ― △667 ― △535 ―

2022年3月期第3四半期 34,081 △3.0 218 △89.7 403 △84.3 237 △86.5

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　△447百万円 （―％） 2022年3月期第3四半期　　△202百万円 （―％）

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3四半期 △21.29 ―

2022年3月期第3四半期 9.44 ―

(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 ％

2023年3月期第3四半期 82,224 54,377 66.1

2022年3月期 79,857 55,504 69.5

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 54,377百万円 2022年3月期 55,504百万円

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

2022年3月期 ― ― ― 27.00 27.00

2023年3月期 ― ― ―

2023年3月期（予想） 27.00 27.00

（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. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023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
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 50,500 △5.1 1,800 △41.3 2,150 △34.9 1,570 △34.7 62.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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） 2023年3月期3Q 25,617,717 株 2022年3月期 25,617,717 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 466,416 株 2022年3月期 466,416 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 25,151,301 株 2022年3月期3Q 25,151,320 株

※ 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予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績

等は様々な要因によって異なる結果と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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続きコロナ影響に留意した社会経済活動を余儀

なくされたものの、行動制限の緩和をはじめとする各種政策の進展等により、個人消費や企業活動に持ち

直しの動きが見られ、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、資源価格の高騰や円安によ

る原材料費の上昇に加え、後退が懸念される海外経済の動向など景気の下振れ要因が増加しつつあり、引

き続き内外経済に与える影響に注視が必要となっております。

このような状況の中、当社グループは 2022 年度を初年度とする中期経営計画「Change and Innovation 

RIETEC 2024」をスタートさせ、サステナビリティを巡る新たな社会ニーズへの貢献やデジタル技術の導

入による生産性向上に努めるとともに、経営成績の回復に向けて各種施策を推進しております。 

受注高につきましては、前年度、屋内外電気設備部門及び送電線設備部門において受注した大型プロジ

ェクト工事の反動減影響があるものの、鉄道電気設備部門の受注が前年度と比較して増加したこと、道路

設備部門においては高速道路の情報板や構造物改良等の大型受注が寄与したこと等により、363 億９千７

百万円（前年同期は 349 億２千２百万円）となりました。売上高につきましては、鉄道電気設備部門及び

道路設備部門において前年度からの繰越工事が減少したことに加え、一部のプロジェクト工事において発

注が翌年度へ繰り下げ、あるいは着工の遅延等が発生したことから、予定していた進行基準による売上高

が計上できず、323 億５百万円（前年同期は 340 億８千１百万円）となりました。 

利益につきましては、継続的に原価低減に努めておりますが、売上高の減少に加え、材料費や労務費等

の建設コストが期首の想定以上に高騰していることで採算を圧迫し、８億６千２百万円の営業損失（前年

同期は２億１千８百万円の営業利益）、６億６千７百万円の経常損失（前年同期は４億３百万円の経常利

益）、５億３千５百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失（前年同期は２億３千７百万円の親会社株

主に帰属する四半期純利益）となりました。 

なお、当社グループの業績は、販売費及び一般管理費等の固定費は各四半期に概ね均等に発生する一方

で、工事の完成引渡しが第４四半期に集中することから、売上高、利益ともに第４四半期に偏重する季節

的変動があります。 

（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、前連結会計年度末に比べ 23 億６千７百万円増加し、822 億２

千４百万円となりました。（未成工事支出金で 25 億１千万円の増加、受取手形・完成工事未収入金等で 10

億８千５百万円の増加、現金預金で 25 億８千４百万円の減少）

負債は、前連結会計年度末に比べ 34 億９千３百万円増加し、278 億４千６百万円となりました。（短期

借入金で 65 億円の増加、支払手形・工事未払金等で 20 億９千６百万円の減少、未払法人税等で７億７千

７百万円の減少） 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 11 億２千６百万円減少し、543 億７千７百万円となりました。（利

益剰余金で 12 億１千４百万円の減少、その他有価証券評価差額金で７千５百万円の増加） 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績の動向等を踏まえ、2022 年５月 12 日に公表いたしました 2023 年３月期（2022年４月１日～

2023 年３月 31 日）の通期業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（2023 年２月７日）

公表いたしました「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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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：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 7,841,834 5,257,755

受取手形・完成工事未収入金等 35,052,626 36,138,296

未成工事支出金 667,010 3,177,969

商品及び製品 85,021 85,561

仕掛品 7,728 12,031

材料貯蔵品 250,867 282,256

その他 199,692 1,125,372

流動資産合計 44,104,781 46,079,243

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 9,421,878 9,170,651

機械・運搬具（純額） 259,979 307,853

工具器具・備品（純額） 284,386 264,192

土地 8,132,696 8,132,764

リース資産（純額） 1,658,931 1,957,570

建設仮勘定 112,402 201,730

  有形固定資産合計 19,870,274 20,034,762

無形固定資産 605,945 612,705

投資その他の資産

投資有価証券 14,397,294 14,429,163

その他 883,800 1,073,239

貸倒引当金 △4,425 △4,425

投資その他の資産合計 15,276,669 15,497,977

  固定資産合計 35,752,889 36,145,445

資産合計 79,857,670 82,224,688
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,750,303 4,653,998

電子記録債務 2,719,159 2,700,131

短期借入金 - 6,500,000

未払法人税等 825,223 47,253

未成工事受入金 110,265 334,693

完成工事補償引当金 7,708 2,557

賞与引当金 1,205,657 623,908

その他 5,515,364 5,452,633

流動負債合計 17,133,682 20,315,176

固定負債

退職給付に係る負債 5,317,423 5,372,380

役員退職慰労引当金 31,387 29,937

その他 1,870,831 2,129,497

固定負債合計 7,219,642 7,531,815

  負債合計 24,353,325 27,846,991

純資産の部

株主資本

資本金 1,430,962 1,430,962

資本剰余金 3,205,423 3,205,423

利益剰余金 49,567,246 48,352,655

自己株式 △343,500 △343,500

株主資本合計 53,860,131 52,645,540

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,660,479 1,736,222

退職給付に係る調整累計額 △16,265 △4,066

その他の包括利益累計額合計 1,644,213 1,732,156

  純資産合計 55,504,345 54,377,697

負債純資産合計 79,857,670 82,224,688
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高 34,081,109 32,305,550

売上原価 30,450,744 29,478,922

売上総利益 3,630,364 2,826,627

販売費及び一般管理費 3,411,819 3,688,884

営業利益又は営業損失（△） 218,545 △862,256

営業外収益

受取利息 422 467

受取配当金 129,384 122,001

物品売却益 136,329 117,792

その他 52,085 51,196

営業外収益合計 318,222 291,457

営業外費用

支払利息 43,583 40,512

持分法による投資損失 80,440 22,224

その他 9,705 33,681

営業外費用合計 133,730 96,417

経常利益又は経常損失（△） 403,037 △667,216

特別利益

固定資産売却益 40,383 1,174

投資有価証券売却益 - 100

特別利益合計 40,383 1,275

特別損失

固定資産除売却損 2,287 44,783

  特別損失合計 2,287 44,783

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（△）

441,134 △710,725

法人税、住民税及び事業税 64,694 42,504

法人税等調整額 139,109 △217,724

法人税等合計 203,803 △175,219

四半期純利益又は四半期純損失（△） 237,330 △535,505

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

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（△）

237,330 △535,505
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 237,330 △535,505

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △359,395 84,743

退職給付に係る調整額 △70,871 12,199

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,784 △9,000

その他の包括利益合計 △440,051 87,942

四半期包括利益 △202,721 △447,563

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △202,721 △447,563

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。

３. 補足情報

部門別受注高・売上高・繰越高の状況

①受注高 （単位：千円）

②売上高 （単位：千円）

③繰越高 （単位：千円）

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1,541,808

△ 985,904

1,597,159

1,433,545

△ 502,991

△ 2.6

4.6

△ 18.2

52.9

47.2

△ 2.3

△ 326,343

△ 91,581

△ 1,775,559 △ 5.2

2.0

8.9

△ 6.1

△ 45.2

△ 6.1

5,827

160,423

△ 1,941,810

△ 116,131

△ 1,407,754

△ 26.6

△ 31.6

23.91,621,927

増減率(％)

増減率(％)比較増減

比較増減

 電気設備工事業

 鉄道電気設備

6,353,018

 電気設備工事業

 電気設備工事業

16.02,835,864

1,474,434

△ 1,687,341

△ 1,296,014

4.2

増減率(％)比較増減

合　計 33,752,284 35,294,093

合　計 34,922,661

送電線設備 5,430,096 4,444,192

小　計

道路設備 3,039,109 4,472,654

屋内外電気設備 3,021,697 4,618,856

鉄道電気設備 22,261,380 21,758,389

区　分
前第３四半期
連結累計期間末

当第３四半期
連結累計期間末

 不動産賃貸事業

 兼業事業

合　計 32,305,55034,081,109

 送電線設備 4,502,650 4,386,518

31,990,656 30,048,846

296,906

1,959,797

291,079

1,799,374

 道路設備

 道路設備 5,391,628 5,065,284

 屋内外電気設備 3,113,693 1,705,939

4,665,676

 鉄道電気設備 18,982,684 18,891,102 △ 0.5

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

区　分

 送電線設備

 屋内外電気設備

36,397,096

区　分
前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

6,779,513

17,689,222 20,525,086

8,401,440

4,100,907 2,804,892
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