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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 17,377 ― 1,112 ― 1,101 ― 614 ―

20年3月期第3四半期 16,502 9.4 1,244 60.4 1,269 53.9 691 10.2

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3四半期 114.84 ―

20年3月期第3四半期 129.29 ―

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3四半期 22,000 8,368 38.0 1,563.86
20年3月期 18,342 8,200 44.7 1,532.64

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  8,368百万円 20年3月期  8,200百万円

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 ― 0.00 ― 24.00 24.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 24.00 24.00

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  
 

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 26,500 5.7 1,950 △0.3 2,000 2.9 1,100 3.1 205.57

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．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
１．平成20年５月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記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ものであり、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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想 
  に関する定性的情報をご覧下さい。 
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。  

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3四半期 5,364,000株 20年3月期 5,364,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 13,120株 20年3月期 13,120株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 5,350,880株 20年3月期第3四半期 5,350,880株
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   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機の影響を大きく受け、加えて円の急騰は自動 

車や電機などの輸出産業に深刻な影響を与え、上半期前半に高騰した原油・原材料価格は下落したにもかかわら 

ず、製造業では大幅な減産基調となり、景気は急速な悪化を呈しております。 

  設備工事業界におきましては、昨年９月以降民間設備投資は一段と減速感が強まり、業者間の受注競争は激しく 

なってまいりました 

  このような状況下で当社グループは、プラント設備の他、設備投資が比較的好調な液晶、太陽電池関連設備等の 

機械装置分野に営業の拡大を図ってまいりました。この結果、設備工事事業は堅調に推移し、表面処理事業、その 

他の事業の落ち込みをカバーし、連結受注高は22,910百万円（前年同期比2.3%増）となりました。 

  当第３四半期のセグメント別では、設備工事事業においては、前年同期と比較し上半期の受注が好調に推移した 

結果、売上高16,258百万円（前年同期比8.1%増）、営業利益1,277百万円（前年同期比1.4%増）となりました。タイ

国での表面処理事業は、自動車部品、ＨＤ部品の生産の落ち込みと為替の影響を受け、売上高799百万円（前年同期

比23.0%減）、営業利益181百万円（前年同期比37.7%減）となりました。その他の事業は自動車部品業界の落ち込み

により、売上高320百万円（前年同期比24.2%減）、営業損失12百万円（前年同期は営業利益27百万円）となりまし 

た。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は17,377百万円（前年同期比5.3%増）となりましたが、利益 

面は設備工事事業以外が振るわず、営業利益1,112百万円（前年同期比10.6%減）、経常利益1,101百万円（前年同期

比13.2%減）、四半期純利益614百万円（前年同期比11.2%減）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。 

  

 （総資産） 

     当第３四半期連結会計期間末の総資産は22,000百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,658百万円増加しまし 

   た。主に繰越工事の増加に伴う未成工事支出金の増加により総資産が増加しました。 

     （流動資産） 

     当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は17,989百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,877百万

   円増加しました。主に未成工事支出金の増加によるものであります。 

     （固定資産） 

     当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は4,010百万円となり、前連結会計年度末に比べ218百万円 

   減少しました。 

     （流動負債） 

     当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は12,707百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,543百万

   円増加しました。主に短期借入金、未成工事受入金等の増加によるものであります。 

     （固定負債） 

     当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は924百万円となり、前連結会計年度末に比べ52百万円減少

   しました。 

     （純資産） 

     当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は8,368百万円となり、前連結会計年度末に比べ167百万円増 

   加しました。主に、四半期純利益計上による利益剰余金の増加によるものであります。 

       この結果、自己資本比率は総資産の増加による影響により38.0％となり、前連結会計年度末の44.7％から6.7ポイ

     ント低下しました。 

  

  

   業績予想につきましては、受注高は現在まで概ね予想通り推移しており、平成20年5月15日発表の業績予想（決算

 短信）の変更はありません。 

  (注）上記予想は、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ものであり、実際の業績は今後様々 

       な要因により予想数値と異なる場合があります。 

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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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 該当事項はありません。  

  

   

 税金費用については、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しております。 

  

  

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 

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. たな卸資産の評価基準及び評価方法 

    その他のたな卸資産については、先入先出法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期 

  間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、先入先出法 

 による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま 

 す。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ4,051千円、税金等調整前四 

  半期純利益は、14,966千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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,579,766 2,387,853

受取手形・完成工事未収入金等 9,598,210 8,585,058

有価証券 － 19,970

未成工事支出金 6,122,142 2,547,193

その他のたな卸資産 199,406 184,822

繰延税金資産 309,593 307,738

その他 193,043 98,147

貸倒引当金 △12,622 △18,394

流動資産合計 17,989,540 14,112,389

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,181,710 3,135,047

機械、運搬具及び工具器具備品 1,897,748 2,029,929

土地 1,200,690 1,215,354

建設仮勘定 38,010 69,489

減価償却累計額 △2,995,435 △2,965,246

有形固定資産合計 3,322,724 3,484,574

無形固定資産 102,850 103,918

投資その他の資産   

投資有価証券 354,809 383,548

繰延税金資産 102,974 131,057

その他 154,365 153,563

貸倒引当金 △26,766 △26,872

投資その他の資産合計 585,383 641,297

固定資産合計 4,010,958 4,229,790

資産合計 22,000,498 18,342,180

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,709,168 4,117,010

短期借入金 2,612,725 748,725

未払金 1,778,732 1,789,911

未払費用 220,266 267,856

未払法人税等 70,207 494,255

未成工事受入金 2,784,342 1,012,542

完成工事補償引当金 25,484 22,998

工事損失引当金 20,000 －

賞与引当金 316,831 610,674

役員賞与引当金 41,250 60,000

その他 128,954 40,570

流動負債合計 12,707,963 9,164,545
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

固定負債   

長期借入金 34,087 82,450

退職給付引当金 663,651 678,810

役員退職慰労引当金 226,772 215,391

固定負債合計 924,511 976,651

負債合計 13,632,474 10,141,196

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,320 885,320

資本剰余金 1,475,320 1,475,320

利益剰余金 6,265,256 5,779,205

自己株式 △6,485 △6,485

株主資本合計 8,619,411 8,133,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,342 29,089

為替換算調整勘定 △265,729 38,534

評価・換算差額等合計 △251,386 67,624

純資産合計 8,368,024 8,200,984

負債純資産合計 22,000,498 18,342,180
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（２）【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 17,377,912

売上原価 14,569,312

売上総利益 2,808,599

販売費及び一般管理費 1,696,361

営業利益 1,112,238

営業外収益  

受取利息 3,892

受取配当金 6,381

受取地代家賃 22,694

その他 24,626

営業外収益合計 57,594

営業外費用  

支払利息 17,366

債権売却損 11,731

コミットメントフィー 7,900

投資有価証券評価損 29,130

その他 2,386

営業外費用合計 68,514

経常利益 1,101,317

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,877

特別利益合計 5,877

特別損失  

固定資産処分損 3,039

固定資産売却損 621

投資有価証券評価損 26,090

たな卸資産評価損 10,915

その他 70

特別損失合計 40,736

税金等調整前四半期純利益 1,066,458

法人税等 451,986

四半期純利益 614,472
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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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

（２）受注の状況  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
   第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高   

  完成工事高  16,502,455

Ⅱ 売上原価   

  完成工事原価   13,598,191

  完成工事総利益  2,904,263

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,660,228

  営業利益  1,244,034

Ⅳ 営業外収益  70,485

Ⅴ 営業外費用  45,500

  経常利益  1,269,019

Ⅵ 特別利益  8,941

Ⅶ 特別損失  44,633

  税金等調整前四半期純利益  1,233,328

  法人税等  541,525

  四半期純利益  691,802

区分  

前年同四半期 
（平成20年３月期 

       第３四半期） 
（千円）  

第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

（千円）  

増減 
 (千円)  

増減率 
 (％)  

設備工事事業         

 産業プラント設備工事  10,775,015  10,038,482  △736,532  △6.8

 設備保全工事  4,347,571  5,387,084  1,039,513  23.9

 電気計装工事  3,567,337  4,129,073  561,735  15.7

 送電工事  1,122,410  1,073,562  △48,847  △4.4

 管工事  1,157,487  1,153,126  △4,360  △0.4

小計  20,969,821  21,781,330  811,508  3.9

表面処理事業  1,038,003  799,527  △238,476  △23.0

鋳造用工業炉  389,115  329,615  △59,500  △15.3

合計  22,396,940  22,910,472  513,532  2.3

田辺工業㈱（1828）平成21年３月期  第３四半期決算短信
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