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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,770 △5.5 54 △36.3 72 △22.1 42 △26.1
21年3月期第1四半期 2,931 ― 85 ― 93 ― 57 ―

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

22年3月期第1四半期 7.74 ―
21年3月期第1四半期 10.36 ―

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

22年3月期第1四半期 6,254 4,674 74.7 853.54
21年3月期 6,246 4,701 75.3 858.55

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,674百万円 21年3月期  4,701百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 18.00 18.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間

5,993 0.0 192 6.7 226 9.1 124 △3.9 22.45

通期 11,948 △0.4 392 △10.0 444 △10.9 244 △19.6 44.17
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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）  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、４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） 

(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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績 
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、３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」をご覧ください。 

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 5,540,000株 21年3月期 5,540,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 63,319株 21年3月期 63,319株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,476,681株 21年3月期第1四半期 5,539,929株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年発生した世界金融市場の混乱以降、依然として
厳しい状況が続いており、危機的状況を脱したとは言え、企業収益の減少傾向は顕著となっております。 
 このような情勢の下、当社グループの売上高は、契約料金の減額や工事の減少により2,770百万円（前
年同四半期比5.5％減）となりました。  
 利益面につきましては、売上高の減少に対応する労務費を中心とする売上原価の引下げが進まず、営業
利益では54百万円（前年同四半期比36.3％減）、経常利益では72百万円（前年同四半期比22.1％減）、四
半期純利益では42百万円（前年同四半期比26.1％減）となりました。  
  

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は6,254百万円となり、前連結会計年度末比７百万円の増加と
なりました。この内、流動資産は4,431百万円と前連結会計年度末比335百万円減少し、固定資産は1,823
百万円と前連結会計年度末比343百万の増加となりました。流動資産の減少は、主として現金及び預金が
285百万円、受取手形及び売掛金が84百万円減少したことによるものであります。また、固定資産の増加
は、主として投資有価証券が341百万円増加したことによるものであります。  
 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は1,579百万円となり、前連結会計年度末比35百万円の増加と
なりました。この内、流動負債は1,251百万円と前連結会計年度末比58百万円増加し、固定負債は328百万
円と前連結会計年度末比23百万円の減少となりました。流動負債の増加は、主として賞与引当金が174百
万円減少したものの、その他流動負債が281百万円増加したことによるものであります。また、固定負債
の減少は、主として退職給付引当金が15百万円、役員退職慰労引当金が８百万円減少したことによるもの
であります。  
 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は4,674百万円となり、前連結会計年度末比27百万円の減少
となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が27百万円増加したものの、利益剰余金が56
百万円減少したことによるものであります。  
  
  

現時点では、当初見込んでいる以外の業績変動は想定されず、平成21年5月14日発表の業績予想に変更
はありません。 
 今後、何らかの変化がある場合には、適時開示してまいります。 
  

  

・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。 
  

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。 
  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

定率法を採用している資産については、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。 
  

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概
算額で計上する方法によっております。 
  

法人税等の納付税額の算定に関しては、当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算定する方法に
よっております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予想やタックスプランニングを利用する方法によっております。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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)

(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

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

２．棚卸資産の評価方法

３．固定資産の減価償却費の算定方法

４．経過勘定項目の算定方法

５．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,885,944 3,171,491 

受取手形及び売掛金 1,263,359 1,347,384 

商品及び製品 160 188 

仕掛品 2,291 3,177 

原材料及び貯蔵品 4,647 3,673 

その他 285,338 254,245 

貸倒引当金 △10,686 △13,221 

流動資産合計 4,431,055 4,766,937 

固定資産   

有形固定資産 364,701 369,116 

無形固定資産 50,417 26,416 

投資その他の資産   

投資有価証券 983,828 641,892 

その他 425,232 443,259 

貸倒引当金 △1,118 △1,139 

投資その他の資産合計 1,407,943 1,084,013 

固定資産合計 1,823,061 1,479,546 

資産合計 6,254,117 6,246,483 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 358,616 402,403 

短期借入金 60,000 － 

未払法人税等 34,556 98,929 

賞与引当金 173,231 347,921 

その他 624,816 343,050 

流動負債合計 1,251,219 1,192,305 

固定負債   

退職給付引当金 274,676 289,835 

役員退職慰労引当金 52,666 61,301 

その他 989 1,059 

固定負債合計 328,332 352,195 

負債合計 1,579,551 1,544,500 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 419,000 419,000 

資本剰余金 232,000 232,000 

利益剰余金 4,088,186 4,144,381 

自己株式 △27,714 △27,714 

株主資本合計 4,711,472 4,767,666 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,650 △59,742 

為替換算調整勘定 △4,256 △5,940 

評価・換算差額等合計 △36,906 △65,683 

純資産合計 4,674,565 4,701,983 

負債純資産合計 6,254,117 6,246,483 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,931,192 2,770,563 

売上原価 2,540,122 2,390,910 

売上総利益 391,070 379,653 

販売費及び一般管理費 305,955 325,464 

営業利益 85,114 54,189 

営業外収益   

受取利息 955 13,478 

受取配当金 3,144 2,608 

持分法による投資利益 2,347 254 

その他 3,585 3,290 

営業外収益合計 10,033 19,631 

営業外費用   

支払利息 655 246 

固定資産除却損 868 924 

その他 485 83 

営業外費用合計 2,008 1,254 

経常利益 93,140 72,566 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,605 

特別利益合計 － 1,605 

税金等調整前四半期純利益 93,140 74,171 

法人税等 35,747 31,785 

四半期純利益 57,392 42,386 
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 93,140 74,171 

減価償却費 11,082 10,244 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △143 △2,535 

賞与引当金の増減額（△は減少） △176,393 △174,690 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,064 △15,158 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,684 △8,634 

受取利息及び受取配当金 △4,100 △16,087 

支払利息 655 246 

持分法による投資損益（△は益） △2,347 △254 

売上債権の増減額（△は増加） 49,353 84,024 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,748 △61 

仕入債務の増減額（△は減少） △54,929 △43,787 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 86,346 106,933 

その他 △41,506 △31,813 

小計 △44,843 △17,402 

利息及び配当金の受取額 4,207 29,659 

利息の支払額 △655 △246 

法人税等の支払額 △91,213 △91,275 

営業活動によるキャッシュ・フロー △132,505 △79,264 

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 △300,000 － 

定期預金の払戻による収入 － 300,000 

有形固定資産の取得による支出 △6,281 △3,109 

無形固定資産の取得による支出 － △625 

投資有価証券の取得による支出 △989 △194,162 

差入保証金の差入による支出 △8,952 △21 

差入保証金の回収による収入 5,753 182 

その他 △1,168 △1,364 

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,637 100,899 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 140,000 80,000 

短期借入金の返済による支出 △20,000 △20,000 

配当金の支払額 △65,588 △67,182 

財務活動によるキャッシュ・フロー 54,411 △7,182 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △389,731 14,452 

現金及び現金同等物の期首残高 2,939,111 2,871,491 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,549,380 2,885,944 
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）
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当第１四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 
  

  

6. その他の情報

(1) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

設備エンジニアリング事業 2,083,667 △6.2

環境エンジニアリング事業 310,866 △4.3

マネジメント＆サービス事業 376,029 △2.4

合計 2,770,563 △5.5

相手先

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

㈱西友 301,017 10.3 282,514 10.2

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

前第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)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年６月30日現在)

現金及び預金 2,849,380千円

預入期間が３か月超の定期預金 △300,000千円

現金及び現金同等物 2,549,380千円
  

 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年６月30日現在)

現金及び預金 2,885,944千円

預入期間が３か月超の定期預金 ─千円

現金及び現金同等物 2,885,944千円
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