
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年８月５日

上 場 会 社 名 新興プランテック株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6379 URL http://www.s-plantech.co.jp

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 吉川 善治
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 (氏名) 池田 俊明 TEL 045(758)1950

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日 －

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 10,694 △15.3 608 △39.5 605 △42.5 292 △52.7

22年３月期第１四半期 12,627 2.6 1,005 42.8 1,052 46.5 619 59.4

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

23年３月期第１四半期 6.33 ─

22年３月期第１四半期 13.39 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 57,558 24,113 41.7 519.49

22年３月期 55,195 25,066 45.2 540.12

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 24,016百万円 22年３月期 24,970百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 0 00 ─ 25.00 25.00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 0.00 ─ 25.00 25.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 46,800 △5.5 4,000 △20.2 4,030 △20.2 2,250 △22.3 48.67

通期 90,000 2.8 7,750 △3.0 7,800 △3.9 4,300 △5.8 93.01

nishimurama
画像



 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、実際の数値は、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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─ 社 (        )、除外 ─ 社 (        )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 46,310,892株 22年３月期 46,310,892株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 79,741株 22年３月期 79,741株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 46,231,151株 22年３月期１Ｑ 46,231,450株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、中国をは
じめ、新興国向けの輸出が堅調に推移しておりますものの、円高や株安の傾向が強まるなど、依然として
予断を許さない状況が続いております。このような中、当社グループを取り巻く事業環境につきまして
も、国内の需要減に伴う設備投資に減速感が見られるなど、引き続き厳しい状況となっております。当第
１四半期における業績につきましては、受注高（エンジニアリング業）は前年同期比24.2％減の182億３
百万円となり、完成工事高は前年同期比15.3％減の106億９千４百万円となりました。また、経常利益は
６億５百万円（前年同期比42.5％減）、四半期純利益は２億９千２百万円（前年同期比52.7％減）となっ
ております。 
 なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として春期は仕掛工事が多いため、第１四半期連
結会計期間は他の四半期連結会計期間と比較して少なくなる傾向にあります。 

  

 
  

  

当第１四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23億６千３百万円増加し期末残
高は575億５千８百万円となりました。この主な理由は、税金等の支払いにより現金及び預金が40億７千
９百万円、工事代金回収により受取手形・完成工事未収入金が33億３千万円それぞれ減少したものの、期
末仕掛工事の増加による未成工事支出金が94億６千９百万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33億１千６百万円増加し期末残高は334億４千５百万円となりまし

た。この主な理由は、期末仕掛工事増加による支払手形・工事未払金が23億２千６百万円、未成工事受入
金が13億９千１百万円それぞれ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９億５千３百万円減少し期末残高は241億１千３百万円となりま

した。この主な理由は、配当金等の支払いにより利益剰余金が８億６千３百万円減少したことによるもの
であります。 

  

  

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月10日に公表しました「平成22年３月期 決算
短信」における業績予想に変更はありません。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

工事種類別の完成工事高内訳（その他の事業分を除く）

（単位：百万円）

完成工事高 
（エンジアリング業）

平成22年３月期 
第１四半期

平成23年3月期
第1四半期 前年比 増減率

 日常保全工事 4,182 3,504 △678 △16.2％

 定期修理工事 3,027 3,221 193 6.4％

 改造・改修工事 4,548 3,021 △1,526 △33.6％

 新規設備工事 808 891 83 10.3％

合 計 12,567 10,639 △1,927 △15.3％

(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。 
  

該当事項はありません。 
  

1.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

2. 四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,298,827 9,378,184

受取手形・完成工事未収入金 15,765,526 19,095,880

有価証券 1,999,360 2,199,398

未成工事支出金 16,058,107 6,588,731

繰延税金資産 731,045 579,150

その他 1,124,584 542,987

貸倒引当金 △8,106 △2,074

流動資産合計 40,969,344 38,382,259

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,579,159 3,619,317

土地 7,024,862 7,024,862

その他（純額） 630,756 593,524

有形固定資産合計 11,234,778 11,237,704

無形固定資産 331,676 350,502

投資その他の資産

投資有価証券 2,820,434 2,950,954

前払年金費用 1,720,290 1,782,030

長期前払費用 24,923 26,888

繰延税金資産 52,900 61,911

その他 483,598 486,226

貸倒引当金 △79,441 △83,360

投資その他の資産合計 5,022,705 5,224,651

固定資産合計 16,589,160 16,812,858

資産合計 57,558,505 55,195,117

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 25,862,650 23,535,694

短期借入金 40,000 68,692

未払法人税等 421,395 1,312,262

未成工事受入金 2,878,605 1,487,344

工事損失引当金 115,560 115,560

完成工事補償引当金 19,400 19,500

賞与引当金 462,308 887,738

役員賞与引当金 29,000 81,000

その他 2,606,952 1,611,823

流動負債合計 32,435,872 29,119,616
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

固定負債

繰延税金負債 606,366 600,194

退職給付引当金 41,613 40,359

役員退職慰労引当金 207,639 217,939

その他 153,844 150,751

固定負債合計 1,009,463 1,009,245

負債合計 33,445,336 30,128,861

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 19,636,203 20,499,282

自己株式 △36,621 △36,621

株主資本合計 24,042,939 24,906,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △22,791 64,156

為替換算調整勘定 △3,367 94

評価・換算差額等合計 △26,158 64,251

少数株主持分 96,388 95,986

純資産合計 24,113,169 25,066,256

負債純資産合計 57,558,505 55,195,117
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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21年4月1日
至 平成21年6月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22年6月30日)

完成工事高 12,627,610 10,694,664

完成工事原価 10,839,027 9,316,621

完成工事総利益 1,788,583 1,378,043

販売費及び一般管理費 782,710 769,585

営業利益 1,005,872 608,457

営業外収益

受取利息 12,288 7,392

受取配当金 22,707 29,499

受取賃貸料 35,226 38,022

複合金融商品評価益 24,268 －

その他 11,868 6,777

営業外収益合計 106,358 81,692

営業外費用

支払利息 3,434 1,042

売上割引 38,903 29,214

為替差損 － 31,899

その他 17,350 22,977

営業外費用合計 59,687 85,133

経常利益 1,052,544 605,016

特別利益

固定資産売却益 890 －

貸倒引当金戻入額 － 5,398

役員賞与引当金戻入額 400 －

その他 321 －

特別利益合計 1,611 5,398

特別損失

固定資産除却損 1,364 340

ゴルフクラブ入会金評価損 － 1,350

その他 196 13

特別損失合計 1,560 1,704

税金等調整前四半期純利益 1,052,595 608,710

法人税、住民税及び事業税 528,755 416,983

法人税等調整額 △96,412 △103,128

法人税等合計 432,343 313,855

少数株主損益調整前四半期純利益 － 294,854

少数株主利益 1,114 2,154

四半期純利益 619,137 292,699
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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21年4月1日
至 平成21年6月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日
至 平成22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 1,052,595 608,710

減価償却費 84,582 115,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） △321 2,113

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,300 △100

賞与引当金の増減額（△は減少） △470,728 △425,430

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △60,300 △52,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 170,480 62,993

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66,244 △10,300

受取利息及び受取配当金 △34,996 △36,892

支払利息及び手形売却損 3,527 1,042

複合金融商品評価損益（△は益） △24,268 12,000

為替差損益（△は益） 8,753 32,999

ゴルフクラブ入会金評価損 － 1,350

固定資産売却損益（△は益） △694 13

固定資産除却損 1,364 340

売上債権の増減額（△は増加） 10,453,333 3,330,353

未成工事支出金の増減額（△は増加） △11,782,050 △9,469,375

仕入債務の増減額（△は減少） 1,145,295 2,326,955

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,852,226 1,391,261

未払消費税等の増減額（△は減少） △801,248 △7,612

その他 422,125 333,945

小計 1,950,133 △1,782,516

利息及び配当金の受取額 34,996 34,827

利息の支払額 △2,222 △1,042

法人税等の支払額 △1,398,402 △1,267,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 584,505 △3,016,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 200,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △344,817 △204,807

有形及び無形固定資産の売却による収入 2 205

投資有価証券の取得による支出 △101,054 △1,764

貸付金の回収による収入 － 1,400

その他 △30,795 △121

投資活動によるキャッシュ・フロー △276,664 △205,087

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） 127,173 △28,692

長期借入金の返済による支出 △18,000 －

自己株式の取得による支出 △271 －

配当金の支払額 △952,249 △990,923

少数株主への配当金の支払額 △200 △2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △843,548 △1,021,615

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,247 △36,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △539,955 △4,279,395

現金及び現金同等物の期首残高 10,606,032 11,577,583

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,066,077 7,298,187
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

当連結グループは石油精製、石油化学を主とする各種産業設備および産業公害防止の機械装置につい

ての設計、製作、施工、販売ならびに保守その他これらに付帯する一切の業務を主事業内容としてお

り、当該業務以外では売上高基準、営業損益基準とも10％以上となるセグメントがないため、記載を省

略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第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） 

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％を超えており重要性がないため、記載を省略

しております。 

  

【海外売上高】 

前第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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

【セグメント情報】 

当連結グループは石油精製、石油化学を主とする各種産業設備および産業公害防止の機械装置につい

ての設計、製作、施工、販売ならびに保守その他これらに付帯する一切の業務を主事業内容としてお

り、開示対象となるセグメントがないため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

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) セグメント情報

(6) 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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