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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 74,055 ― 7,265 ― 7,117 ― 3,890 ―
20年3月期第3四半期 64,413 23.8 7,164 60.2 7,062 60.6 4,142 75.0

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 84.14 ―
20年3月期第3四半期 89.60 ―

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 71,394 19,414 27.1 418.20
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3四半期  19,334百万円 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 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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  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

通期 109,000 10.2 10,150 △4.5 10,000 △4.2 5,250 △10.7 113.56

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 
・業績予想に関する事項は3ページ（3．.連結業績予想に関する定性的情報）をご参照ください。 
・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」に伴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3四半期  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3四半期  78,583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3四半期  46,233,432株 20年3月期第3四半期  46,236,863株
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当第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国のサブ
プライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済に大きく影響を及ぼし、急速に景気後退局面を迎え
ました。 
 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、石油・石油化学関連のメンテナンス工事等は堅調に
推移いたしました。しかしながら、当社グループの主要顧客である石油・石油化学業界では、金融危機以
降の石油・石油化学製品の国内における急激な需要の減少に加え、世界規模での需要減により減産を余儀
なくされ、プラントの停止や稼働率の急速な低下、投資計画の延期・凍結など、計画の一部見直しが発生
してきている状況にあります。また、メンテナンスを重視する姿勢に変わりはないものの、メンテナンス
コストの削減や投資の選択的な実施等についても検討課題とされてきております。 
 このような状況の中、当社グループは平成19年度を初年度として策定した第3次中期計画に沿って、エ
ンジニアリング力のあるメンテナンス会社として付加価値の高いメンテナンスサービスの提供、顧客ニー
ズの多様化・高度化に対応した的確な営業戦略の立案など、着実な施策の実行に努めた結果、受注高（エ
ンジニアリング業）は前年同期比12.2％増の831億2千3百万円となり、完成工事高は前年同期比15.0％増
の740億5千5百万円となりました。また、経常利益は71億1千7百万円（前年同期比0.8％増）、四半期純利
益は38億9千万円（前年同期比6.1％減）となっております。 

  

 
  

  

  

・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

完成工事高の内訳

（単位：百万円）

① 事業セグメント別

完成工事高 平成20年3月期 
第3四半期

平成21年3月期
第3四半期 前年比 増減率

 石油・石油化学関係 54,224 53,408 △ 815 △1.5%

 一般工業関係 9,202 20,392 11,189 121.6%

 環境その他 781 74 △ 70 △90.4%

 エンジニアリング業 64,207 73,875 9,667 15.1%

 その他の事業 205 179 △ 26 △12.7%

合 計 64,413 74,055 9,641 15.0%

② 工事種類別（その他の事業分を除く）

完成工事高 平成20年3月期 
第3四半期

平成21年3月期
第3四半期 前年比 増減率

 日常保全工事 15,441 14,643 △ 797 △5.2%

 定期修理工事 26,164 28,176 2,012 7.7%

 改造・改修工事 11,850 15,696 3,846 32.5%

 新規設備工事 10,752 15,358 4,606 42.8%

 エンジニアリング業 64,207 73,875 9,667 15.1%
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当第3四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70億3千1百万円増加し期末残高
は713億9千4百万円となりました。この主な理由は、期末仕掛工事の増加により未成工事支出金が64億9千
3百万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44億3千2百万円増加し期末残高は519億7千9百万円となりました。
この主な理由は、未完成工事の出来高回収金増加により未成工事受入金が42億4百万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25億9千8百万円増加し194億1千4百万円となりました。この主な
理由は、四半期純利益等により利益剰余金が27億3千4百万円増加したことによるものであります。 

  

  

平成21年3月期の業績予想につきましては、本日（平成21年2月6日）発表数値により見直しを行った結
果、メンテナンス工事の需要が増加したことにより、完成工事高、営業利益、経常利益、当期純利益を上
方修正しております。詳細は、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。 

  
  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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） 

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。 

  

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

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 10,401,373 8,569,317

　　受取手形・完成工事未収入金 20,971,635 21,839,453

　　有価証券 850,000 1,498,742

　　未成工事支出金 23,273,186 16,779,689

　　繰延税金資産 296,998 748,836

　　その他 176,122 122,273

　　貸倒引当金 △8,322 △8,340

　　流動資産合計 55,960,993 49,549,973

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 2,962,811 3,060,695

　　　土地 7,035,335 7,111,874

　　　その他（純額） 673,591 551,692

　　　有形固定資産合計 10,671,738 10,724,263

　　無形固定資産 118,432 95,432

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,128,532 2,090,019

　　　前払年金費用 2,045,483 732,285

　　　長期前払費用 2,440 3,933

　　　繰延税金資産 84,509 743,862

　　　その他 468,177 501,935

　　　貸倒引当金 △86,058 △78,644

　　　投資その他の資産合計 4,643,086 3,993,391

　　固定資産合計 15,433,256 14,813,087

　資産合計 71,394,250 64,363,060

負債の部

　流動負債

　　支払手形・工事未払金 36,768,351 35,054,537

　　短期借入金 3,048,022 1,709,912

　　未払法人税等 90,792 1,761,799

　　未成工事受入金 9,396,662 5,191,953

　　完成工事補償引当金 78,500 223,900

　　賞与引当金 494,910 1,140,547

　　役員賞与引当金 53,300 98,600

　　その他 1,648,469 1,657,869

　　流動負債合計 51,579,009 46,839,119

　固定負債

　　長期借入金 - 305,896

　　退職給付引当金 47,293 44,532

　　役員退職慰労引当金 228,374 233,342

　　その他 124,732 123,760

　　固定負債合計 400,400 707,531

　負債合計 51,979,409 47,546,651
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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)

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 15,598,643 12,864,229

　　自己株式 △35,820 △33,170

　　株主資本合計 20,006,180 17,274,416

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △672,868 △502,582

　　為替換算調整勘定 1,197 △6,992

　　評価・換算差額等合計 △671,670 △509,574

　少数株主持分 80,330 51,567

　純資産合計 19,414,840 16,816,409

負債純資産合計 71,394,250 64,363,060
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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)

完成工事高 74,055,291

完成工事原価 64,688,337

完成工事総利益 9,366,954

販売費及び一般管理費 2,101,703

営業利益 7,265,251

営業外収益

　受取利息 13,730

　受取配当金 49,506

　受取賃貸料 116,752

　その他 31,650

　営業外収益合計 211,639

営業外費用

　支払利息 36,810

　売上割引 182,418

　複合金融商品評価損 70,584

　その他 69,801

　営業外費用合計 359,614

経常利益 7,117,276

特別利益

　役員賞与引当金戻入額 8,400

　その他 943

　特別利益合計 9,343

特別損失

　投資有価証券評価損 256,713

　その他 53,222

　特別損失合計 309,936

税金等調整前四半期純利益 6,816,683

法人税、住民税及び事業税 1,782,896

法人税等調整額 1,113,795

法人税等合計 2,896,692

少数株主利益 29,715

四半期純利益 3,890,276
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　　【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

完成工事高 15,375,458

完成工事原価 12,814,996

完成工事総利益 2,560,462

販売費及び一般管理費 627,728

営業利益 1,932,734

営業外収益

　受取利息 7,668

　受取配当金 23,039

　受取賃貸料 36,556

　その他 6,081

　営業外収益合計 73,346

営業外費用

　支払利息 6,722

　売上割引 58,510

　複合金融商品評価損 70,584

　その他 60,507

　営業外費用合計 196,324

経常利益 1,809,755

特別損失

　固定資産売却損 28,322

　投資有価証券評価損 19,558

　その他 8,656

　特別損失合計 56,537

税金等調整前四半期純利益 1,753,218

法人税、住民税及び事業税 88,896

法人税等調整額 686,769

法人税等合計 775,666

少数株主利益 166

四半期純利益 977,386

新興プランテック㈱（6379） 平成21年3月期第3四半期決算短信

－7－



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(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)

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 6,816,683

　減価償却費 246,706

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,396

　完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △145,400

　賞与引当金の増減額（△は減少） △645,636

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △45,300

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,310,437

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,967

　その他の特別損益（△は益） 344

　受取利息及び受取配当金 △63,236

　支払利息及び手形売却損 44,253

　複合金融商品評価損 70,584

　為替差損益（△は益） 13,580

　固定資産売却損益（△は益） 27,818

　ゴルフ会員権売却損益（△は益） 10,714

　投資有価証券評価損益（△は益） 256,713

　固定資産除却損 10,292

　売上債権の増減額（△は増加） 867,818

　未成工事支出金の増減額（△は増加） △6,493,496

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,713,814

　未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,204,708

　未払消費税等の増減額（△は減少） △70,108

　その他 28,683

　小計 5,541,529

　利息及び配当金の受取額 63,249

　利息の支払額 △40,339

　法人税等の支払額 △3,459,487

　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,104,950

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 △356,359

　有形及び無形固定資産の売却による収入 79,904

　投資有価証券の取得による支出 △539,798

　貸付けによる支出 △770

　貸付金の回収による収入 900

　その他 23,043

　投資活動によるキャッシュ・フロー △793,079

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） 1,807,132

　長期借入金の返済による支出 △774,918

　自己株式の取得による支出 △2,649

　配当金の支払額 △1,152,532

　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 △123,167

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,183,313

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 11,251,373
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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。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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) 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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前第３四半期に係る財務諸表等 

  

 

  

  

  

  

「参考」

(1)（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 完成工事高 64,413,379

Ⅱ 完成工事原価 55,171,628

   完成工事総利益 9,241,750

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,077,120

   営業利益 7,164,629

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 7,178

 ２ 受取配当金 35,603

 ３ 受取賃貸料 137,760

 ４ 仕入割引 36,044

 ５ その他営業外収益 24,528

   営業外収益合計 241,115

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 69,341

 ２ 賃貸費用 59,540

 ３ 売上割引 168,647

 ４ その他営業外費用 45,318

   営業外費用合計 342,847

   経常利益 7,062,898

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 2,148

 ２ 貸倒引当金戻入額 9,957

 ３ その他特別利益 6,411

   特別利益合計 18,517

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 8,339

 ２ 減損損失 381,080

 ３ その他特別損失 22,798

   特別損失合計 412,218

   税金等調整前四半期純利益 6,669,197

   法人税、住民税 
   及び事業税

2,591,891

   法人税等調整額 △90,223

   法人税等合計 2,501,668

   少数株主利益 24,757

   四半期純利益 4,142,771
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