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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 12,309 ― 704 ― 718 ― 388 ―
20年3月期第1四半期 9,882 15.0 1,040 54.9 1,037 52.9 571 76.5

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 8.40 ―
20年3月期第1四半期 12.37 ―

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 67,764 16,317 24.0 351.76
20年3月期 64,363 16,816 26.0 362.60

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,263百万円 20年3月期  16,764百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 56,000 ― 5,050 ― 5,000 ― 2,600 ― 56.24
通期 102,000 3.1 9,800 △7.8 9,700 △7.0 5,000 △14.9 108.15

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  無  

(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） 

（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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したのもであり、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  46,310,892株 20年3月期  46,310,892株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  76,865株 20年3月期  76,409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  46,234,285株 20年3月期第1四半期  46,239,555株
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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１四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発
した米国景気後退により、景気の減速傾向が続きました。このような中、当社グループを取り巻く市場環境
につきましても、国内の需要減に伴う設備投資に減速感が見られるなど、厳しい状況となっております。
　当第１四半期における業績につきましては、石油・石油化学関連のメンテナンス工事の需要増により、受
注高（エンジニアリング業）は268億８千２百万円となり、完成工事高は123億９百万円となりました。完成
工事高の内訳は、エンジニアリング業で122億４千２百万円、その他の事業（エンジニアリング業以外）で６
千７百万円となっております。なお、エンジニアリング業の工事種類別につきましては、下表のとおりとな
っております。収益面につきましては、総じて堅調に推移しており、営業利益７億４百万円、経常利益７億
１千８百万円、四半期純利益は３億８千８百万円となっております。
　また、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として春期は仕掛工事が多いため、第１四半期連結
会計期間の完成工事高は他の四半期連結会計期間と比較して少なくなる傾向にあります。

工事種類別の完成工事高内訳（その他の事業分を除く）

エンジニアリング業 完成工事高（百万円）

日常保全工事 4,154

定期修理工事 1,527

改造・改修工事 3,830

新規設備工事 2,729

合 計 12,242

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総資産は、前連結会計年度末より34億１百万円増加し期末残高は677
億６千４百万円となりました。この主な理由は、工事代金回収により受取手形・完成工事未収入金が83億６
百万円減少したものの、期末仕掛工事の増加による未成工事支出金が148億８千７百万円増加したことによる
ものであります。
　負債合計は、前連結会計年度末より39億円増加し期末残高は514億４千７百万円となりました。この主な理
由は、期末仕掛工事増加による未成工事受入金が36億８千９百万円増加したことによるものであります。
　純資産合計は、前連結会計年度末より４億９千８百万円減少し163億１千７百万円となりました。この主な
理由は、その他有価証券差額金が２億６千５百万円増加したものの、配当金等の支払により利益剰余金が７
億６千７百万円減少したことによるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間および通期共に前回決算発表時（平
成20年5月14日）から完成工事高を上方修正しております。これは、当第１四半期業績において石油・石油化
学関連のメンテナンス工事の受注が増えた事によるものです。
　業績予想の修正につきましては、本日同時発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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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
該当事項はありません。

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業
会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

③「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６
年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間か
ら早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上すること
にしております。
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法
によっております。
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引にいては、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
これによる損益に与える影響はありません。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機として見直
しを行い、一部の資産について使用状況を勘案したことにより耐用年数を短縮（13年から12年）して減価
償却費を算定する方法に変更しております。
これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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 5,311,491 8,569,317

　　受取手形・完成工事未収入金 13,533,449 21,839,453

　　有価証券 － 1,498,742

　　未成工事支出金 31,667,578 16,779,689

　　繰延税金資産 877,618 748,836

　　その他 944,340 122,273

　　貸倒引当金 △ 6,698 △ 8,340

　　流動資産合計 52,327,779 49,549,973

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 3,048,678 3,060,695

　　　土地 7,111,874 7,111,874

　　　その他（純額） 554,747 551,692

　　　有形固定資産合計 10,715,300 10,724,263

　　無形固定資産 92,263 95,432

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,540,126 2,090,019

　　　前払年金費用 1,169,863 732,285

　　　長期前払費用 3,417 3,933

　　　繰延税金資産 524,191 743,862

　　　その他 498,790 501,935

　　　貸倒引当金 △ 106,756 △ 78,644

　　　投資その他の資産合計 4,629,632 3,993,391

　　固定資産合計 15,437,197 14,813,087

　資産合計 67,764,976 64,363,060

負債の部

　流動負債

　　支払手形・工事未払金 36,334,400 35,054,537

　　短期借入金 1,672,128 1,709,912

　　未払法人税等 224,812 1,761,799

　　未成工事受入金 8,881,468 5,191,953

　　完成工事補償引当金 218,000 223,900

　　賞与引当金 673,513 1,140,547

　　役員賞与引当金 48,825 98,600

　　その他 2,742,044 1,657,869

　　流動負債合計 50,795,192 46,839,119

　固定負債

　　長期借入金 283,828 305,896

　　退職給付引当金 46,244 44,532

　　役員退職慰労引当金 200,644 233,342

　　その他 121,622 123,760

　　固定負債合計 652,339 707,531

　負債合計 51,447,532 47,546,651
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（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)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 2,754,473 2,754,473

　　資本剰余金 1,688,884 1,688,884

　　利益剰余金 12,096,820 12,864,229

　　自己株式 △ 33,941 △ 33,170

　　株主資本合計 16,506,235 17,274,416

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 236,799 △ 502,582

　　為替換算調整勘定 △ 6,202 △ 6,992

　　評価・換算差額等合計 △ 243,002 △ 509,574

　少数株主持分 54,210 51,567

　純資産合計 16,317,443 16,816,409

負債純資産合計 67,764,976 64,363,060
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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)

完成工事高 12,309,350

完成工事原価 10,917,792

完成工事総利益 1,391,558

販売費及び一般管理費 687,349

営業利益 704,208

営業外収益

　受取利息 4,276

　受取配当金 21,623

　受取賃貸料 40,813

　その他 29,099

　営業外収益合計 95,811

営業外費用

　支払利息 16,027

　売上割引 52,855

　その他 12,651

　営業外費用合計 81,534

経常利益 718,485

特別利益

　固定資産売却益 626

　役員賞与引当金戻入額 8,400

　その他 110

　特別利益合計 9,136

特別損失

　固定資産除却損 3,791

　貸倒引当金繰入額 25,114

　その他 273

　特別損失合計 29,179

税金等調整前四半期純利益 698,443

法人税、住民税及び事業税 217,804

法人税等調整額 89,689

法人税等合計 307,494

少数株主利益 2,495

四半期純利益 388,452
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　（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 698,443

　減価償却費 79,236

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,470

　完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △ 5,900

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 467,033

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 49,775

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 435,867

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 32,697

　受取利息及び受取配当金 △ 25,899

　支払利息及び手形売却損 20,151

　為替差損益（△は益） △ 16,104

　固定資産売却損益（△は益） △ 353

　固定資産除却損 3,791

　売上債権の増減額（△は増加） 8,306,004

　未成工事支出金の増減額（△は増加） △ 14,887,888

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,279,863

　未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,689,514

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 136,551

　その他 49,465

　小計 △ 1,905,128

　利息及び配当金の受取額 25,896

　利息の支払額 △ 16,724

　法人税等の支払額 △ 1,724,303

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,620,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 62,245

　有形及び無形固定資産の売却による収入 1,682

　投資有価証券の取得による支出 △ 82,777

　貸付けによる支出 △ 200

　貸付金の回収による収入 300

　その他 3,145

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 140,096

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） 144,466

　長期借入金の返済による支出 △ 204,318

　自己株式の取得による支出 △ 770

　配当金の支払額 △ 952,282

　少数株主への配当金の支払額 △ 200

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,013,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 4,756,568

現金及び現金同等物の期首残高 10,068,059

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,311,491
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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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。
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「参考」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 完成工事高 9,882,900

Ⅱ 完成工事原価 8,233,917

　 完成工事総利益 1,648,983

Ⅲ 販売費及び一般管理費 608,107

　 営業利益 1,040,876

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 3,561

　２ 受取配当金 11,586

　３ 受取賃貸料 43,536

　４ 仕入割引 10,327

　５ その他営業外収益 33,226

　 営業外収益合計 102,238

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 16,928

　２ 賃貸費用 15,946

　３ 売上割引 61,930

　４ その他営業外費用 11,197

　 営業外費用合計 106,003

     経常利益 1,037,110

Ⅵ 特別利益

　１ その他特別利益 13,760

　 特別利益合計 13,760

Ⅶ 特別損失

　１ その他特別損失 4,207

　 特別損失合計 4,207

　 税金等調整前四半期純利益 1,046,663

　 法人税、住民税
　 及び事業税

323,842

　 法人税等調整額 147,272

　 少数株主利益 3,715

　 四半期純利益 571,833
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