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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 1,838 △31.2 △14 ― △14 ― △49 ―
21年3月期第1四半期 2,671 ― 96 ― 96 ― △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

22年3月期第1四半期 △7.47 ―
21年3月期第1四半期 △0.99 ―

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 9,189 5,079 55.3 769.81
21年3月期 10,672 5,218 48.9 790.93

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,079百万円 21年3月期  5,218百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 15.00 15.00

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

5,100 △15.0 120 △43.6 120 △46.8 45 △25.4 6.82

通期 13,000 △14.0 700 △23.5 700 △25.0 380 △14.9 57.59



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） 

（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。 

(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 
 本資料に記載されている予想は、発表日現在において入手可能な情報をもとにした仮定を前提としていますので、実際の業績は、今後様々な要因に 
よって異なる結果となる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項については、添付資料の３ページを参照してください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 6,600,000株 21年3月期  6,600,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,673株 21年3月期  1,673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 6,598,327株 21年3月期第1四半期 6,598,327株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年度後半からの世界的な金融危機の影響による景気の悪化

に下げ止まり感はあるものの、国内外の需要の低迷や、民間設備投資の減少など、依然として厳しい状況で推移し

ました。 

 このような厳しい経済情勢の中で、当社グループは営業活動に注力するとともに、全社的なコストダウンに努め

てきましたが、当第１四半期連結会計期間の受注高は2,546百万円（前年同四半期比38.7％減）、売上高は 百

万円（前年同四半期比31.2％減）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常利益96百万円）、四半期純損失は

百万円（前年同四半期は四半期純損失６百万円）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 検査・計測・診断事業におきましては、検査では、鋼構造物、各種プラントの配管、機器などの非破壊検査業務

を造船会社・建設会社・化学会社などから受注・施工しました。 

 計測・診断では、関西電力株式会社、建設コンサルタント会社及び化学会社などから水門・水圧鉄管・橋梁など

の鋼構造物及び各種プラントの配管・機器などの計測・診断業務並びに耐震解析をはじめとした各種解析業務を受

注・施工しました。 

 この結果、当第１四半期の受注高は534百万円（前年同四半期比42.8％減）、売上高は412百万円（前年同四半期

比1.4％減）となりました。 

 エンジニアリング事業におきましては、機械・設備では、各生産会社・工場向けの機械・設備の製作・改造・据

付・移設工事を受注・施工しました。 

 電気・計装・制御では、各生産会社・工場向けの電気・計装工事を受注・施工しました。 

 プラント・環境では、各生産会社・工場向けの各種プラント・環境工事を受注・施工しました。 

 この結果、当第１四半期の受注高は1,016百万円（前年同四半期比47.8％減）、売上高は739百万円（前年同四半

期比43.0％減）となりました。 

 メンテナンス事業におきましては、日立造船株式会社・ユニバーサル造船株式会社の各工場・事業所内諸設備の

補修・整備工事及び運転・保守管理並びに官公庁設備の運転、保守管理などを実施しました。また、環境設備の定

期点検・補修、各種プラントの配管・機器及び橋梁などの鋼構造物の点検・修理を実施しました。 

 この結果、当第１四半期の受注高は995百万円（前年同四半期比21.7％減）、売上高は685百万円（前年同四半期

比28.2％減）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末に比較し1,483百万円減少して、 百

万円となりました。これは主に現金及び預金が365百万円、仕掛品が471百万円増加したものの、受取手形及び売

掛金が2,276百万円減少したこと等によるものです。 

 負債の部は、前連結会計年度末に比較し1,343百万円減少して、 百万円となりました。これは主に未払費

用、支払手形及び買掛金の減少等によるものです。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比較し139百万円減少して、 百万円となりました。これは主に利益剰

余金の減少等によるものです。 

   

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、売上債権の減少等により、405百万円の資金増加となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出等により、29百万円の資金減少と

なりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、配当金の支払等により、90百万円の資金減少となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より285百万円の資

金増加となり、2,025百万円となりました。 

   

 業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変

更はありません。 

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

1,838

14 49

２．連結財政状態に関する定性的情報

9,189

4,110

5,079

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③税金費用の計算 

 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。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用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。 

④固定資産の減価償却費の算定方法 

 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する方法により算

定しております。 

⑤繰延税金資産の回収可能性の判断 

 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、又は、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

⑥工事原価総額の見積方法 

  工事原価総額の見積りについては、当四半期連結会計期間末における工事原価総額が、前連結会計年度末

又は直前の四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契

約を除き、前連結会計年度末又は直前の四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額を、当四半期連結会

計期間末における工事原価総額の見積額とする方法によっております。 

  

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額３億円超かつ工期１年超で、その工事の１／

２以上が引渡し後１年以内に代金の支払を受ける工事については工事進行基準を、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、当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 1,795 1,430

受取手形及び売掛金 3,404 5,681

預け金 230 310

仕掛品 1,118 646

その他 306 299

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 6,852 8,366

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,043 1,043

その他（純額） 614 588

有形固定資産合計 1,657 1,631

無形固定資産 25 28

投資その他の資産   

その他 667 660

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 653 646

固定資産合計 2,336 2,306

資産合計 9,189 10,672

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,869 2,343

未払費用 857 1,633

未払法人税等 45 259

完成工事補償引当金 26 29

工事損失引当金 0 0

その他 216 140

流動負債合計 3,016 4,407

固定負債   

退職給付引当金 957 890

役員退職慰労引当金 109 140

負ののれん 4 4

その他 23 10

固定負債合計 1,093 1,046

負債合計 4,110 5,454



（単位：百万円）

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 1,242 1,242

資本剰余金 878 878

利益剰余金 2,952 3,100

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,071 5,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 △0

評価・換算差額等合計 8 △0

純資産合計 5,079 5,218

負債純資産合計 9,189 10,672



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 2,671 1,838

売上原価 2,370 1,646

売上総利益 300 191

販売費及び一般管理費 204 206

営業利益又は営業損失（△） 96 △14

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 1 2

負ののれん償却額 0 0

保険返戻金 － 2

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 0 0

営業外収益合計 4 6

営業外費用   

支払利息 0 －

固定資産除却損 － 4

租税公課 2 －

その他 0 1

営業外費用合計 3 6

経常利益又は経常損失（△） 96 △14

特別損失   

投資有価証券評価損 44 －

特別損失合計 44 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

52 △14

法人税等 58 34

四半期純損失（△） △6 △49



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

52 △14

減価償却費 17 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △4 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △31

投資有価証券評価損益（△は益） 44 0

受取利息及び受取配当金 △1 △3

支払利息 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,987 2,276

たな卸資産の増減額（△は増加） △698 △471

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5 △1

仕入債務の増減額（△は減少） 98 △473

その他の流動負債の増減額（△は減少） △671 △714

その他 △2 3

小計 855 652

利息及び配当金の受取額 1 3

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △243 △250

営業活動によるキャッシュ・フロー 613 405

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23 △31

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 △0 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △24 △29

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 200 －

短期借入金の返済による支出 △200 －

リース債務の返済による支出 － △1

配当金の支払額 △87 △89

財務活動によるキャッシュ・フロー △87 △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 501 285

現金及び現金同等物の期首残高 1,756 1,740

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,257 2,025



 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な事業の内容 

 ３．会計処理の方法の変更 

当第１四半期連結累計期間 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「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」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「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

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

検査・計
測・診断事
業 
（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

メンテナン
ス事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  418  1,297  954  2,671  －  2,671

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  418  1,297  954  2,671  －  2,671

営業利益  14  61  20  96  －  96

  

検査・計
測・診断事
業 
（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

メンテナン
ス事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  412  739  685  1,838  －  1,838

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  412  739  685  1,838  －  1,838

営業利益又は営業損失（△）  △5  10  △19  △14  －  △14

事業区分 主要な事業の内容 

検査・計測・診断事業 

・溶接構造物などの放射線・超音波・磁気・浸透探傷検査並びに渦流探傷

及び中性子などの利用による各種検査 

・鋼構造物、コンクリート構造物等の総合診断 

・水中構造物、岩盤、土質の調査・診断並びに地中埋設物の検査・診断 

・応力、振動、音響、温度等の各種計測・解析 

エンジニアリング事業 

・諸機械の製作・据付・移設・改造 

・生産ラインの自動化システムの設計・製作・据付・移設・改造 

・駐車場誘導・管制システム及び電気制御装置の設計・製作・据付 

・諸設備の電気計装工事 

・各種プラント関連機器・装置及び環境設備の設計・製作・据付・改造 

・各種プラント、環境及び建築設備、鋼構造物等の企画・設計 

メンテナンス事業 
・工場諸設備などの運転・保守管理 

・機械・構造物・各種プラント等の保守点検・修理 



「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）を適用し

ております。 

これにより、各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

  

 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子

会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はあり

ません。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間の生産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．金額は販売価格により算出しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間の受注状況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）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の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．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間の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は、次のとおりであります。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。   

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

検査・計測・診断事業（百万円）  505  △7.6

エンジニアリング事業（百万円）  1,027  △46.2

メンテナンス事業（百万円）  794  △19.6

合計（百万円）  2,327  △32.4

事業の種類別セグメント

の名称 

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

受注高（百万円） 前年同四半期比（％） 受注残高（百万円） 前年同四半期比（％）

検査・計測・診断事業  534  △42.8  353  △53.7

エンジニアリング事業  1,016  △47.8  1,997  △33.6

メンテナンス事業  995  △21.7  735  △15.7

合計  2,546  △38.7  3,085  △33.5

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

検査・計測・診断事業（百万円）  412  △1.4

エンジニアリング事業（百万円）  739  △43.0

メンテナンス事業（百万円）  685    △28.2

合計（百万円）  1,838    △31.2

相手先 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

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

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日立造船株式会社  216  8.1  467  25.5

ユニバーサル造船 

株式会社 
 500  18.8  230  12.5
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