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1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 1,298 (─) 100 (─) 105 (─) 42 (─)

20年３月期第１四半期 2,369 (7.1) 323 (17.2) 325 (18.3) 169 (24.8)

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

21年３月期第１四半期 9 82 ─ ─

20年３月期第１四半期 39 22 ─ ─
 (注)提出会社は、当第１四半期連結会計期間より資機材を使用する検査等について、完成基準に変更しております。

　(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年３月期第１四半期 8,571 4,699 52.5 1,041 18

20年３月期 8,495 4,709 53.2 1,046 27

(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 4,499百万円 20年３月期 4,521百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

　20年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 25 00 25 00

　21年３月期 ─ ─ ─── ─── ─── ───

　21年３月期(予想) ─── ─ ─ ─ ─ 25 00 25 00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）
(％表示は通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 4,925 (─) 590 (─) 597 (─) 316 (─) 73 22

通期 9,566 (1.3) 1,155 (△3.5) 1,170 (△2.5) 693 (△20.5) 160 45

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

4. その他

(1) 期中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
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項等の変更に記載されるもの）
　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
　② ①以外の変更 ： 有
　 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(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） 21年３月期第１四半期 4,423,420株 20年３月期 4,423,420株
②期末自己株式数 21年３月期第１四半期 101,604株 20年３月期 101,604株
③期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年３月期第１四半期 4,321,816株 20年３月期第１四半期 4,321,898株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 １．提出会社は、当第１四半期連結会計期間より、資機材を使用する検査等について完成基準に変更しております。従来の売上計上基準

によると、売上高27億71百万円、営業利益４億４百万円、経常利益は４億９百万円であります。
　 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており
ます。

　 ３．平成20年５月23日発表の連結業績予想は修正しておりません。当資料の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、
実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油、鉱物資源等の原材料価格の高騰による企業収益

の落ち込み、小売価格の上昇による個人消費の伸び悩みなど、景気の減速感が高まってまいりました。また、
サブプライムローン問題に端を発した金融不安等により米国経済が減速するなど、不透明感を増した厳しい
経営環境で推移いたしました。
このような経済環境の中にあって当社グループは、引き続き従来の顧客に対する受注の拡大および新規顧

客の開拓に努めた結果、受注増加に繋がり検査員の稼働率が上昇いたしました。
当第１四半期連結会計期間より、資機材を使用する検査等について収益の計上基準を役務提供基準（進行

基準）から完成基準に変更したことにより、当第１四半期連結会計期間の売上高は12億98百万円、営業利益
は１億円、経常利益は１億５百万円、四半期純利益は42百万円となりました。なお、従来の売上計上基準に
よると、売上高は27億71百万円、営業利益は４億４百万円、経常利益は４億９百万円であります。
（検査部門）
当部門では、石油・石油化学関連の春季定期点検において、千葉、鹿島、川崎、四日市、徳山および大分

地区等の各コンビナートの各種点検を実施いたしました。
ＬＮＧ関連では、清水エル・エヌ・ジー㈱、坂出エル・エヌ・ジー㈱の受入基地建設に伴う諸検査の実施、

日本ＧＴＬ技術研究組合向けＧＴＬ実証プラントの諸検査を開始いたしました。
原子力関連では、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所における耐震補強等による諸検査、国内原子力発電所

向け各種部品等の諸検査も実施いたしました。
パイプライン関係では、東京ガス㈱中央幹線、帝国石油㈱新青海ライン等の建設工事に伴う各種検査を実

施、屋外貯蔵タンクの保守点検では、大型石油備蓄基地（むつ小川原、新潟、鹿児島）および各製油所の各
種タンク開放検査を引き続き実施するなど、当部門は順調に推移いたしました。
この結果、当部門の売上高は11億73百万円、営業利益は94百万円となりました。
（計測部門）
当部門では、コンクリート構造物の補修・補強に関連した点検調査、ＪＲ関連のレール・マクラギ等の軌

道計測が順調に推移いたしました。
一方、既存および新設免震建物の免震装置とその付帯設備に対する点検調査、高速道路および一般道路の

鋼製橋脚の補修・補強に関連した亀裂調査等の計測は低調でありました。
この結果、当部門の売上高は63百万円、営業損失は12百万円となりました。
（焼鈍部門）
当部門では、住友金属工業㈱和歌山製鉄所の新１高炉建設工事の熱風炉焼鈍工事を前期に引き続き施工し

完了いたしました。原子力関連では、東京電力㈱が５ヶ年計画で推進しているＨＳＣＲ配管修理工事を引き
続き実施いたしました。
また、火力発電所では電源開発㈱橘湾火力発電所、北陸電力㈱七尾大田火力発電所の定期点検焼鈍工事、

石油・石油化学関連の保守点検では、千葉・川崎地区を中心に各プラントの配管熱処理工事を施工するなど、
当部門は好調に推移いたしました。
この結果、当部門の売上高は61百万円、営業利益は18百万円となりました。

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の総資産は85億71百万円と、前連結会計年度末に比べ75百万円の増加となり

ました。主な要因は、売上計上基準を完成基準に変更したことによる仕掛品の増加11億52百万円、投資有価
証券の増加74百万円、現金及び預金の減少41百万円、受取手形及び売掛金の減少11億29百万円によるもの
です。
負債合計は、38億71百万円と前連結会計年度末に比べ85百万円の増加となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金の増加77百万円、その他流動負債に含まれている前受金の増加４億30百万円、未払法人税等の
減少４億８百万円、賞与引当金の減少１億28百万円によるものです。
純資産合計は、46億99百万円と前連結会計年度末に比べ９百万円の減少となりました。主な要因は、四半

期純利益の計上による増加42百万円、その他有価証券評価差額金の増加43百万円、配当金の支払いによる減
少１億８百万円によるものです。

（キャッシュ・フローの状況）
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ61百万円減少し、

14億48百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、１億38百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等

調整前四半期純利益１億10百万円、売上債権の減少額11億29百万円、前受金の増加額４億30百万円であり、
支出の主な内訳はたな卸資産の増加11億51百万円、法人税等の支払額４億59百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出となりました。主な内訳は、有形固定資産の取

得による支出64百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは１億９百万円の支出となりました。これは主に、配当金支払額99

百万円によるものです。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間は、資機材を使用する検査等について売上計上基準を完成基準に変更したこと

により、前年同期比で大幅な減少となりました。尚、従来の売上計上基準によると売上高27億71百万円と前
年同期比４億２百万円（17.0%）の増加、営業利益は４億４百万円と前年同期比81百万円（25.0%）の増加、
経常利益は４億９百万円と前年同期比84百万円（25.8%）の増加と業績は順調に推移しております。
業績予想につきましては、現時点では第２四半期連結累計期間、通期ともに、平成20年５月23日に発表い

たしました業績予想に変更はありません。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①簡便な会計処理
・一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

・固定資産の減価償却費の算定方法
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定する方法によっております。
②四半期特有の会計処理
・税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する
税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて
計算する方法によっております。
なお、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②売上高の計上基準
当第１四半期連結会計期間より完成基準によっております。但し、資機材を使用しない検査等は役務提

供基準（進行基準）によっております。
提出会社は従来、複数の検査等を一括受注した場合以外は役務提供基準（進行基準）によっていました

が、当第１四半期連結会計期間より、資機材を使用する検査等について完成基準を適用することに変更し
ました。
この変更は、資機材を使用する検査等の多様化・長期化等に伴い、収益を適切に計上するための見積り

が困難化しており、より適正な期間損益計算を行うためのものであります。
この結果、従来の方法に比べて、売上高は1,473,830千円減少し、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304,065千円減少しております。
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,468,240 1,509,902

受取手形及び売掛金 2,757,711 3,887,243

仕掛品 1,250,077 97,784

貯蔵品 27,272 27,612

その他 273,207 259,689

貸倒引当金 △17,742 △22,838

流動資産合計 5,758,767 5,759,393

固定資産

有形固定資産 1,138,174 1,105,373

無形固定資産 41,171 43,766

投資その他の資産

投資有価証券 1,451,113 1,376,224

その他 190,908 219,649

貸倒引当金 △8,806 △8,808

投資その他の資産合計 1,633,215 1,587,065

固定資産合計 2,812,560 2,736,206

資産合計 8,571,328 8,495,599

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 790,459 712,920

短期借入金 506,628 516,630

未払法人税等 56,267 464,631

賞与引当金 77,482 205,500

受注損失引当金 60,314 59,717

その他 840,179 301,908

流動負債合計 2,331,331 2,261,307

固定負債

退職給付引当金 1,314,894 1,302,189

役員退職慰労引当金 225,274 223,002

固定負債合計 1,540,168 1,525,191

負債合計 3,871,499 3,786,499

純資産の部

株主資本

資本金 574,080 574,080

資本剰余金 342,388 342,388

利益剰余金 3,544,278 3,609,870

自己株式 △145,925 △145,925

株主資本合計 4,314,821 4,380,412

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 184,971 141,355

評価・換算差額等合計 184,971 141,355

少数株主持分 200,036 187,330

純資産合計 4,699,828 4,709,099

負債純資産合計 8,571,328 8,495,599
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 1,298,061

売上原価 966,063

売上総利益 331,997

販売費及び一般管理費 231,318

営業利益 100,679

営業外収益

受取利息 400

受取配当金 1,693

受取賃貸料 1,999

受取手数料 1,541

その他 1,803

営業外収益合計 7,438

営業外費用

支払利息 1,965

その他 623

営業外費用合計 2,588

経常利益 105,529

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,098

特別利益合計 5,098

特別損失

固定資産売却損 81

固定資産除却損 271

特別損失合計 353

税金等調整前四半期純利益 110,274

法人税、住民税及び事業税 55,115

少数株主利益 12,705

四半期純利益 42,453

― 5 ―

決算短信 2008年08月08日 11時38分 06122xe04_in 5ページ （Tess 1.10 20080626_01）



日本工業検査㈱(9784)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20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 110,274

減価償却費 60,363

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,098

賞与引当金の増減額（△は減少） △128,017

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,704

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,272

受注損失引当金の増減額（△は減少） 597

受取利息及び受取配当金 △1,838

支払利息 1,965

有形固定資産除売却損益（△は益） 353

売上債権の増減額（△は増加） 1,129,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,151,954

仕入債務の増減額（△は減少） 77,958

前受金の増減額（△は減少） 430,048

その他 76,009

小計 598,170

利息及び配当金の受取額 1,838

利息の支払額 △1,940

法人税等の支払額 △459,519

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,549

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 △20,000

有形固定資産の取得による支出 △64,391

有形固定資産の売却による収入 128

無形固定資産の取得による支出 △3,024

投資有価証券の取得による支出 △3,892

貸付金の回収による収入 701

その他 △372

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △10,002

配当金の支払額 △99,358

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,661

現金及び現金同等物の期首残高 1,509,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,448,240
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(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

①事業の種類別セグメント情報
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
当社グループは、同種・同系列の事業を行っているので、事業の種類別セグメント情報は記載しており

ません。

②所在地別セグメント情報
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
在外支店および在外連結子会社がないため、該当する事項はありません。

③海外売上高
当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科 目

前年同四半期
(平成20年３月期
　第１四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,369,743

Ⅱ 売上原価 1,819,798

　売上総利益 549,945

Ⅲ 販売費及び一般管理費 226,262

　営業利益 323,683

Ⅳ 営業外収益 10,395

Ⅴ 営業外費用 8,595

　経常利益 325,483

Ⅵ 特別利益 ─

Ⅶ 特別損失 ─

　税金等調整前四半期純利益 325,483

　税金費用 144,896

　少数株主利益 11,080

　四半期純利益 169,506
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