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配当支払開始予定日 ―

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 3,915 △14.9 45 △75.9 59 △71.9 33 △69.8

21年3月期第1四半期 4,600 ― 186 ― 209 ― 109 ―

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 6.20 ―

21年3月期第1四半期 20.50 ―

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 20,420 8,645 42.3 1,615.81
21年3月期 21,038 8,655 41.1 1,617.56

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  8,645百万円 21年3月期  8,655百万円

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 ― 24.00 24.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

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

10,000 △11.4 350 △50.9 350 △51.3 220 △45.9 41.11

通期 23,800 △5.9 900 △44.5 900 △43.7 550 △48.1 102.79
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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、４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 

平成21年５月14日発表の第２四半期連結累計期間、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、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下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 22年3月期第1四半期 5,364,000株 21年3月期 5,364,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 13,120株 21年3月期 13,120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 5,350,880株 21年3月期第1四半期 5,350,880株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、経済対策が打ち出されるなど、経済安定化の兆しが見え始めまし

た。しかしながら、依然として、雇用情勢の悪化並びに個人消費の低迷等により景気の先行きは不透明な状況が続いてお

ります。 

 設備工事業界におきましては、自動車関連や太陽電池関連設備など、一部に設備投資回復の兆しが見え始めた業種もあ

りますが、民間設備投資全体では本格的な回復といえる状況には至らず、業者間の受注競争は依然として厳しい状況で推

移いたしました。 

 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業種、あるいは、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が、設備工事事業、表面処理事業、その他の事業とも前年を大幅に

下回り、受注高6,140百万円（前年同期比40.6%減）、売上高3,915百万円（前年同月比14.9%減）となりました。     

 利益面につきましては、主に減収に伴う売上総利益の減少により、営業利益45百万円（前年同期比75.9%減）、経常利

益59百万円（前年同期比71.9%減）、四半期純利益33百万円（前年同期比69.8%減）となりました。 

 当第１四半期のセグメント別では、設備工事事業においては、第１四半期での受注は低調に推移しましたが、前期から

の繰越工事が比較的多かったことにより、売上高は3,767百万円（前年同期比10.2%減）、営業利益191百万円（前年同期

比19.1％減）となりました。表面処理事業は、景気悪化の影響を受け、自動車関連部品のメッキラインの生産が大幅に落

ち込み、また、為替の影響を受け、売上高99百万円（前年同期比66.0%減）、営業損失12百万円（前年同期は営業利益62

百万円）となりました。その他の事業も、自動車部品業界の落ち込みにより、売上高49百万円（前年同期比55.9%減）、

営業損失13百万円（前年同期は営業利益1百万円）となりました。 

   

  

（総資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は20,420百万円となり、前連結会計年度末に比べ618百万円減少しました。 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は15,980百万円となり、前連結会計年度末に比べ650百万円減少

しました。主に現金及び預金、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものであります。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は4,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し

ました。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は10,861百万円となり、前連結会計年度末に比べ586百万円減少

しました。主に支払手形・工事未払金等、短期借入金の減少によるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は912百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円減少しま

した。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は8,645百万円となり、前連結会計年度末に比べ9百万円減少しまし

た。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の41.1％から42.3％となりました。 

  

  

  業績予想につきましては、設備工事事業、表面処理事業、その他の事業とも、受注高は現在まで概ね予定通り推移 

 しており、平成21年5月14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、当第１四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。  

  

  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

 これにより、売上高は168,585千円増加し、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

13,884千円増加しております。      

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
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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 2,428,115 3,484,609

受取手形・完成工事未収入金等 7,449,751 8,100,072

未成工事支出金 5,597,162 4,488,523

その他のたな卸資産 178,525 189,015

繰延税金資産 300,680 300,665

その他 30,003 76,954

貸倒引当金 △3,607 △9,184

流動資産合計 15,980,630 16,630,655

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,212,291 3,182,205

機械、運搬具及び工具器具備品 1,889,842 1,837,965

土地 1,485,483 1,481,675

リース資産 23,496 23,496

建設仮勘定 57,777 32,622

減価償却累計額 △3,101,981 △3,006,394

有形固定資産合計 3,566,910 3,551,570

無形固定資産 99,616 100,764

投資その他の資産   

投資有価証券 371,470 332,437

繰延税金資産 275,824 296,734

その他 154,153 154,774

貸倒引当金 △28,187 △28,274

投資その他の資産合計 773,260 755,672

固定資産合計 4,439,786 4,408,006

資産合計 20,420,417 21,038,662

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,344,801 3,912,117

短期借入金 1,520,700 2,044,500

リース債務 4,934 4,934

未払金 1,242,923 1,505,402

未払費用 255,872 256,654

未払法人税等 43,433 299,077

未成工事受入金 3,463,961 2,691,591

完成工事補償引当金 24,175 24,010

賞与引当金 866,293 623,484

役員賞与引当金 10,000 60,000
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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) 

その他 84,877 26,316

流動負債合計 10,861,973 11,448,089

固定負債   

長期借入金 20,700 19,500

リース債務 14,974 16,208

退職給付引当金 666,437 668,913

役員退職慰労引当金 210,339 230,566

固定負債合計 912,451 935,187

負債合計 11,774,425 12,383,277

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 6,614,514 6,709,784

自己株式 △6,485 △6,485

株主資本合計 8,968,669 9,063,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,695 5,914

為替換算調整勘定 △347,371 △414,467

評価・換算差額等合計 △322,676 △408,553

純資産合計 8,645,992 8,655,385

負債純資産合計 20,420,417 21,038,662
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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 4,600,387 3,915,533

売上原価 3,840,178 3,311,271

売上総利益 760,209 604,262

販売費及び一般管理費 573,678 559,237

営業利益 186,531 45,024

営業外収益   

受取利息 2,536 1,375

受取配当金 3,729 3,214

受取地代家賃 7,435 7,469

投資有価証券評価益 8,115 7,025

その他 9,334 3,708

営業外収益合計 31,150 22,792

営業外費用   

支払利息 4,251 5,016

コミットメントフィー 2,619 2,619

その他 986 1,176

営業外費用合計 7,857 8,813

経常利益 209,824 59,003

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,114 5,663

固定資産売却益 － 978

役員退職慰労引当金戻入額 － 8,030

特別利益合計 6,114 14,671

特別損失   

固定資産処分損 2,350 －

固定資産売却損 509 8

ゴルフ会員権評価損 － 100

たな卸資産評価損 11,455 －

特別損失合計 14,315 108

税金等調整前四半期純利益 201,622 73,567

法人税等 91,909 40,415

四半期純利益 109,713 33,151
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 該当事項はありません。 

  

 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
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「参考資料」  

６．その他の情報

     受注の状況 （単位：千円）

区分 
前年同四半期

（平成21年３月期 
  第１四半期） 

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)

増減 増減率％

 設備工事事業   

   産業プラント設備工事 4,784,050  2,773,617

 

 △2,010,433  △42.0

      設備保全工事  2,257,748  1,440,117  △817,631  △36.2

      電気計装工事  1,996,833  1,225,629  △771,204  △38.6

      送電工事  324,616  279,713  △44,903  △13.8

      管工事  508,247  266,046  △242,200  △47.7

 小計  9,871,496  5,985,123  △3,886,373  △39.4

 表面処理事業  291,748  99,076  △192,671  △66.0

 鋳造用工業炉  177,582  56,043  △121,538  △68.4

合計  10,340,827  6,140,243  △4,200,583  △40.6
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