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(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

  

 

 
  [(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．提出会社は、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。この変更による影響
額については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。 

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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1. 平成21年３月期第２四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）
 (1) 連結経営成績(累計)

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２四半期 4,526 ─ 605 ─ 619 ─ 315 ─

20年３月期第２四半期 4,660 10.5 580 59.8 582 62.2 518 184.6

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２四半期 73 07 ─

20年３月期第２四半期 120 04 ─

 (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２四半期 8,877 4,840 52.2 1,071 75

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２四半期 4,631百万円 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 ─ 0 00 ─ 25 00 25 00

21年３月期 ─ 0 00 ─── ─── ───

21年３月期(予想) ─── ─── ─ 0 00 0 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）

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

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

 ① 期末発行済株式数 
   （自己株式を含む）

21年３月期第２四半期 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２四半期 101,665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２四半期 4,321,790株 20年３月期第２四半期 4,321,885株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累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および金融危
機に伴う円高・株安等を背景に、企業収益は減速に転じ生産調整や設備投資抑制の動きが見られるなど景
気は弱含みで推移いたしました。また、サブプライムローン問題に端を発した金融危機は、世界経済に波
及し景気の後退懸念を一段と強めてまいりました。 
 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
顧客の開拓に努めてまいりました。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は45億26百万円と前年同期比１億33百万円(△2.9%）の
減収、営業利益は６億５百万円と前年同期比24百万円（4.3%）の増益、経常利益６億19百万円と前年同期
比37百万円（6.4%）の増益、四半期純利益は投資有価証券売却益がなくなり３億15百万円と前年同期比２
億３百万円（△39.1%）の減益となりました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 
（検査部門） 
当部門では、石油・石油化学関連の春季・夏季定期点検や、プラント稼働中の千葉、川崎、四日市、徳

山および大分地区等において各コンビナートの各種検査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㈱、中部電力㈱上越火力発電所等の
受入基地建設に伴う諸検査の実施、また、日本ＧＴＬ技術研究組合向けＧＴＬ実証プラントの諸検査を実
施いたしました。 
 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調査および諸検査、中国
電力㈱島根原子力発電所第３号機建設に伴う諸検査も実施いたしました。 
 パイプライン関連では、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、
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
タンクの開放検査も引き続き実施いたしました。 
 この結果、当部門の売上高は41億38百万円、営業利益は５億61百万円となりました。 
（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

軌道計測および鋼構造物の応力測定・振動測定は好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、一般道路の鋼
製橋脚の補修・補強に関連した亀裂調査および研究・開発関連のガス燃焼効率、リサイクルエネルギーの
計測は低調でありました。 
 この結果、当部門の売上高は２億38百万円、営業損失は６百万円となりました。 
（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。石油・石油化学関連では、出光興産㈱千葉製油所のエチレン装置定期改造工事を始
め千葉、川崎地区を中心に各プラントの配管熱処理工事を施工いたしました。原子力関連では、東京電力
㈱が５カ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
は住友大阪セメント㈱栃木工場の発電所建設に伴う配管焼鈍工事を施工いたしました。 
 工場内制作では、原子力発電所向け機器、海外向けの機器等の焼鈍工事を施工いたしました。 
 この結果、当部門の売上高は１億49百万円、営業利益は50百万円となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は88億77百万円と前連結会計年度末に比べ３億81百万円の増加となり
ました。主な要因は、現金及び預金の増加２億53百万円、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６億95百万円、受取手形及び売掛金の減少５億56百万円、投資有価証券の減少１億85百万円
によるものです。 
 負債合計は、40億36百万円と前連結会計年度末に比べ２億49百万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61百万円、その他流動負債に含まれている前受金の増加３億28百万円、未払法
人税等の減少１億67百万円によるものです。 
 純資産合計は、48億40百万円と前連結会計年度末に比べ１億31百万円の増加となりました。主な要因
は、四半期純利益の計上による増加３億15百万円、その他有価証券評価差額金の減少１億18百万円、配当
金の支払による減少１億８百万円によるものです。この結果、自己資本比率は52.2%となりました。 

  

当第２四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２億33百万円増
加し、17億43百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、５億15百万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６億30百万円、売上債権の減少額５億56百万円、前受金の増加額３億28百万円で
あり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額６億97百万円、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、１億58百万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１億21百万円によるものです。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（キャッシュ・フローの状況）
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財務活動によるキャッシュ・フローは１億24百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払
額１億７百万円によるものです。 

  

わが国経済は、米国発の金融危機を端緒とした金融不安の拡大、為替の円高傾向による外需の減速など
により企業業績への影響が増していくものと予想されます。 
 このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き従来の顧客に対する受注の拡大および
新規顧客の開拓を図ってまいります。 
通期の業績予想につきましては、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。
  

  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等は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し
たが、当第２四半期連結会計期間末において実績率が著しく変動したため見直し後の実績率を使用
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２四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。 

  

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 
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、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885百万円減少し、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123百万円減少しております。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,763,062 1,509,902 

受取手形及び売掛金 3,331,139 3,887,243 

仕掛品 793,524 97,784 

貯蔵品 29,111 27,612 

その他 306,014 259,689 

貸倒引当金 △11,426 △22,838 

流動資産合計 6,211,425 5,759,393 

固定資産 

有形固定資産 1,140,543 1,105,373 

無形固定資産 43,476 43,766 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,190,988 1,376,224 

その他 299,748 219,649 

貸倒引当金 △8,800 △8,808 

投資その他の資産合計 1,481,936 1,587,065 

固定資産合計 2,665,956 2,736,206 

資産合計 8,877,382 8,495,599 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 774,815 712,920 

短期借入金 500,000 516,630 

未払法人税等 296,649 464,631 

賞与引当金 233,484 205,500 

役員賞与引当金 8,250 17,000 

受注損失引当金 54,881 59,717 

その他 626,346 284,908 

流動負債合計 2,494,427 2,261,307 

固定負債 

退職給付引当金 1,313,673 1,302,189 

役員退職慰労引当金 228,296 223,002 

固定負債合計 1,541,969 1,525,191 

負債合計 4,036,397 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 3,817,618 3,609,870 

自己株式 △146,042 △145,925 

株主資本合計 4,588,044 4,380,412 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 22,626 141,355 

繰延ヘッジ損益 21,162 － 

評価・換算差額等合計 43,788 141,355 

少数株主持分 209,152 187,330 

純資産合計 4,840,985 4,709,099 

負債純資産合計 8,877,382 8,495,599 
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,526,283 

売上原価 3,435,578 

売上総利益 1,090,704 

販売費及び一般管理費 485,336 

営業利益 605,367 

営業外収益 

受取利息 814 

受取配当金 2,531 

為替差益 6,180 

その他 10,504 

営業外収益合計 20,031 

営業外費用 

支払利息 3,365 

売上割引 1,400 

その他 857 

営業外費用合計 5,622 

経常利益 619,776 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 11,420 

特別利益合計 11,420 

特別損失 

固定資産売却損 81 

固定資産除却損 513 

特別損失合計 595 

税金等調整前四半期純利益 630,600 

法人税、住民税及び事業税 292,986 

少数株主利益 21,821 

四半期純利益 315,793 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 630,600 

減価償却費 109,440 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,420 

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,984 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,750 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,483 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,294 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △4,835 

受取利息及び受取配当金 △3,345 

支払利息 3,365 

有形固定資産除売却損益（△は益） 595 

売上債権の増減額（△は増加） 556,104 

たな卸資産の増減額（△は増加） △697,239 

仕入債務の増減額（△は減少） 62,734 

前受金の増減額（△は減少） 328,719 

その他 △35,492 

小計 975,240 

利息及び配当金の受取額 3,346 

利息の支払額 △3,347 

法人税等の支払額 △459,976 

営業活動によるキャッシュ・フロー 515,263 

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 △121,703 

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 △2,816 

投資有価証券の取得による支出 △8,411 

貸付金の回収による収入 1,343 

その他 △6,621 

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,081 

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 △16,630 

自己株式の取得による支出 △116 

配当金の支払額 △107,275 

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,021 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,160 

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 1,743,062 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント情報 
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

（要約）中間連結損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

科  目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,660,233

Ⅱ 売上原価 3,613,097

 売上総利益 1,047,136

Ⅲ 販売費及び一般管理費 466,596

 営業利益 580,539

Ⅳ 営業外収益 18,328

Ⅴ 営業外費用 16,590

 経常利益 582,278

Ⅵ 特別利益 388,829

Ⅶ 特別損失 17,291

 税金等調整前中間純利益 953,816

 法人税、住民税及び事業税 423,641

 法人税等調整額 △7,670

 少数株主利益 19,043

 中間純利益 518,801

日本工業検査㈱(9784)平成21年３月期　第２四半期決算短信

-8-




