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

22年3月期第3四半期 6,697 △29.1 △57 ― 38 △91.1 △33 ―
21年3月期第3四半期 9,445 ― 416 ― 432 ― 170 ―

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3四半期 △5.01 ―
21年3月期第3四半期 25.83 ―

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3四半期 9,140 5,087 55.7 770.96
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3四半期  5,087百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 11,500 △24.0 400 △56.3 480 △48.6 260 △41.8 39.40



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４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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,598,327株 21年3月期第3四半期 6,598,327株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年秋以降の世界同時不況による急激な景気悪化を経て、

生産や輸出の一部に持ち直しの動きが見られるものの、民間設備投資の縮減や個人消費の低迷などによって、依然

として厳しい経済情勢が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループは営業活動に注力してまいりましたが、当社に関係する業界における設備

投資の大幅抑制などによる受注環境悪化の影響を受け、当第３四半期連結累計期間の受注高は 百万円（前年同

四半期比25.2％減）、売上高は 百万円（前年同四半期比29.1％減）、経常利益は 百万円（前年同四半期比

91.1％減）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）という結果となりました。 

 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、機器等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各社及びエンジニアリング各社などから水門・水圧鉄

管などの鋼構造物及び各種プラントの機器などの計測・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３四半期連結累計期間の受注高は 百万円（前年同四半期比15.8％減）、売上高は 百万

円（前年同四半期比15.2％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、東京ガス株式会社向け天然ガススタンド関連工事等を

受注するとともに、東亜工機株式会社向けシリンダーライナー孔ぐり盤設計・製作工事、株式会社ＩＨＩ回転機械

向けコンプレッサー据付・配管・電気工事や安川電機株式会社向け自動車部品生産ライン自動化・省力化工事な

ど、各生産会社・工場向けに機械・設備の製作・据付・改造工事を受注・施工しました。 

 電気・計装・制御では、ユニバーサル造船株式会社有明事業所向け特別高圧変電設備更新工事、日立造船株式会

社有明工場向け500トンクレーン電源工事を受注するとともに、財団法人東京都道路整備保全公社向け新京橋駐車場

満空表示システム設置工事や本田技研工業株式会社熊本製作所ほか各社向け電気・計装工事等を受注・施工しまし

た。 

 プラント・環境では、東亜石油株式会社向け風防・バーナー製作工事、広栄化学工業株式会社向け蒸留塔製作工

事を受注するとともに、コスモ石油株式会社堺製油所向け第２水素製造装置建設工事、東亜合成株式会社名古屋工

場向け硫黄炉更新工事を施工するなど、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３四半期連結累計期間の受注高は 百万円（前年同四半期比31.0％減）、売上高は 百万

円（前年同四半期比37.8％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・保守管理等を例年どおり実施しました。また、環境

設備の定期点検・補修、各種プラント機器・配管及び橋梁など鋼構造物の補修・点検・整備を実施するとともに、

株式会社大阪国際会議場などから舞台機構設備の保守点検を受注しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は 百万円（前年同四半期比19.8％減）、売上高は 百万

円（前年同四半期比19.4％減）となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四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 百万円減少して、 百

万円となりました。これは主に仕掛品が 百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が 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 百万円減少して、 百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金、未払費用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 百万円減少して、 百万円となりました。これは利益剰余金

の減少によるものです。 

   

（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、 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、 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、 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３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より 百万円の資

金増加となり、 百万円となりました。  

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
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33 170

1,889 1,166

4,441 3,289

2,482 2,242

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,532 9,140

696 2,514

1,400 4,053

131 5,087
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33
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 業績予想につきましては、下半期の受注状況等を勘案し、平成22年３月期の連結業績予想を平成21年11月10日公表

値から修正しております。 

 また、配当予想につきましては、１株当たり15円の期末配当額から変更はありません。 

  

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３四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３四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３四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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半

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。 

 これによる当第３四半期連結累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。  

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,491 1,430

受取手形及び売掛金 3,166 5,681

預け金 330 310

仕掛品 1,343 646

その他 449 299

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 6,779 8,366

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,043 1,043

その他（純額） 638 588

有形固定資産合計 1,681 1,631

無形固定資産 23 28

投資その他の資産   

その他 669 660

貸倒引当金 △14 △13

投資その他の資産合計 655 646

固定資産合計 2,360 2,306

資産合計 9,140 10,672

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,224 2,343

未払費用 1,127 1,633

未払法人税等 39 259

完成工事補償引当金 22 29

工事損失引当金 8 0

その他 404 140

流動負債合計 2,826 4,407

固定負債   

退職給付引当金 1,063 890

役員退職慰労引当金 97 140

負ののれん 2 4

その他 62 10

固定負債合計 1,226 1,046

負債合計 4,053 5,454



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 2,968 3,100

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,087 5,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

評価・換算差額等合計 △0 △0

純資産合計 5,087 5,218

負債純資産合計 9,140 10,672



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,445 6,697

売上原価 8,408 6,132

売上総利益 1,037 564

販売費及び一般管理費 620 622

営業利益又は営業損失（△） 416 △57

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 1 6

負ののれん償却額 1 1

保険返戻金 14 88

その他 3 3

営業外収益合計 23 102

営業外費用   

支払利息 0 －

固定資産除却損 － 4

租税公課 2 －

寄付金 1 －

その他 1 1

営業外費用合計 6 6

経常利益 432 38

特別利益   

完成工事補償費戻入額 19 －

特別利益合計 19 －

特別損失   

投資有価証券評価損 73 －

関係会社事業損失引当金繰入額 29 －

その他 2 －

特別損失合計 104 －

税金等調整前四半期純利益 347 38

法人税等 177 71

四半期純利益又は四半期純損失（△） 170 △33



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 347 38

減価償却費 54 60

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） 1 △7

工事損失引当金の増減額（△は減少） △0 7

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 29 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79 172

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 △42

投資有価証券評価損益（△は益） 73 －

受取利息及び受取配当金 △3 △8

支払利息 0 －

保険返戻金 － △88

売上債権の増減額（△は増加） 819 2,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,390 △695

その他の流動資産の増減額（△は増加） 0 △3

仕入債務の増減額（△は減少） 40 △1,119

その他の流動負債の増減額（△は減少） △172 △276

その他 2 5

小計 △99 557

利息及び配当金の受取額 3 8

利息の支払額 △2 －

保険金の受取額 － 88

法人税等の支払額 △434 △430

営業活動によるキャッシュ・フロー △532 224

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 △32 △31

有形固定資産の売却による収入 1 －

無形固定資産の取得による支出 △1 △0

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 3 －

非連結子会社減資による収入 － 20

その他 24 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △4 △33

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 820 －

短期借入金の返済による支出 △320 －

リース債務の返済による支出 △1 △10

配当金の支払額 △98 △99

財務活動によるキャッシュ・フロー 399 △109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △138 81

現金及び現金同等物の期首残高 1,756 1,740

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △49 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,568 1,821



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

（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、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「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

（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  1,374  5,289  2,781  9,445  －  9,445

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,374  5,289  2,781  9,445  －  9,445

営業利益  49  252  114  416  －  416

  
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  1,166  3,289  2,242  6,697  －  6,697

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,166  3,289  2,242  6,697  －  6,697

営業利益又は営業損失（△）  △4  1  △53  △57  －  △57

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 



ります。 

これによる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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）において、本邦以外の国また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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）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３四半期連結累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３四半期連結累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３四半期連結累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３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

検査・計測・診断事業（百万円）  1,655  △11.9

エンジニアリング事業（百万円）  3,442  △49.2

メンテナンス事業（百万円）  2,365  △18.4

合計（百万円）  7,462  △35.4

事業の種類別セグメント

の名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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  1,889  △15.8  955  △14.5

エンジニアリング事業  4,441  △31.0  2,873  △18.0

メンテナンス事業  2,482  △19.8  664  △23.5

合計  8,813  △25.2  4,493  △18.2

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

検査・計測・診断事業（百万円）  1,166  △15.2

エンジニアリング事業（百万円）  3,289  △37.8

メンテナンス事業（百万円）  2,242    △19.4

合計（百万円）  6,697    △29.1

相手先 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日立造船株式会社  1,098  11.6  1,637  24.4

ユニバーサル造船

株式会社 
 1,260  13.3  967  14.5
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