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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 33,938 △11.2 2,140 △38.9 2,110 △38.3 1,241 △31.0

22年3月期第1四半期 38,207 27.3 3,505 113.3 3,422 100.8 1,798 124.2

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 15 .82  ―

22年3月期第1四半期 22 .93  ―

 （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 109,296 45,962 40.1 559 .08

22年3月期 112,912 45,817 38.7 557 .24

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 43,852百万円  22年3月期 43,708百万円

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 ―  ― ― 12 .00  12 .00

 23年3月期 ―

 23年3月期(予想)  ― ― 7 .00 7 .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) 66,000 △22.3 3,200 △62.0 3,100 △62.6 3,100 △30.0 39 .52

通期 138,000 △17.7 6,700 △54.1 6,500 △54.7 5,000 △34.7 63 .75

TAKARASHIMA
財務会計基準機構



  

  

 

 

 
  （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。 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

・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

了しております。 

  

・本資料に記載された予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が

含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありま

す。 

なお、業績予想については、添付資料の3ページを参照してください。 

４．その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．4 「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

  （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。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

  （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。 
 

（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

 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期1Ｑ 78,465,113株 22年3月期 78,465,113株

 ② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 29,285株 22年3月期 29,162株

 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 78,435,859株 22年3月期1Ｑ 78,439,117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１四半期におけるわが国経済は、アジアを中心とした外需により輸出や鉱工業生産が増加し、企

業収益は改善傾向にあり、設備投資も下げ止まりの動きをみせる等、回復基調が続きました。 

 当社グループの主要顧客先である鉄鋼業界におきましても、全鉄鋼輸出が４月および５月としては過

去 高となり、５月の粗鋼生産が前年同月比７カ月連続増となる等、緩やかな回復が続きました。 

 このような環境のもと、当社グループは、全社一丸となって受注拡大に向け邁進したものの、主力で

あるエンジニアリング部門における競争激化の影響で受注が減少いたしました。売上高につきまして

は、前年同期に見られた大型繰越工事の完成計上による増加要因もなく、また、売上高の計上基準が工

事完成基準から工事進行基準へ変更となった影響による繰越工事の減少もあり、33,938百万円（前年同

期比11.2％減）となりました。その結果、営業利益は2,140百万円（前年同期比38.9％減）、経常利益

は2,110百万円(前年同期比38.3％減)、四半期純利益は1,241百万円（前年同期比31.0％減）となりまし

た。 

 また、事業分野別セグメントにつきましては、会計基準の改正により当期から「エンジニアリン

グ」、「操業」としており、従来の「製品販売等」は「その他」に含めております。その業績概況は、

次のとおりであります。 

  

（当第１四半期のセグメント別業績概況） 

 
  

（エンジニアリング） 

 エンジニアリングにつきましては、受注環境悪化による受注減少等の影響が大きく、売上高は25,432

百万円、経常利益は1,777百万円となりました。 

 （操業） 

 操業につきましては、粗鋼生産の回復等により、一定の売上高を確保した結果、売上高は5,954百万

円、経常利益は194百万円となりました。 

  

なお、当社は今年度中に新日本製鐵株式会社の連結子会社となる予定です。今後、新日鐵グループに

おける機械工事・電気計装工事・システム開発・建設工事および設備メンテナンス等を業とする総合エ

ンジニアリング会社であることの特徴を活かし、 大顧客である新日本製鐵株式会社との関係を一層深

化させていくことで、自社の企業価値を高めていく所存です。 

  

１．当四半期の連結業績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

（単位：百万円）

売上高 経常損益

エンジニアリング 25,432 1,777

操業 5,954 194

その他 3,850 106

合計 35,237 2,077

調整額 (1,298) 32

四半期連結損益計算書計上額 33,938 2,110
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当第１四半期の業績は概ね計画どおりに推移しており、通期業績につきましては、現在のところ、平

成22年７月９日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

（単位：百万円） 

（２）連結業績予想に関する定性的情報

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

当期(予想) 138,000 6,700 6,500 5,000

前   期 167,693 14,605 14,341 7,651
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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会計基準等の改正に伴う変更 

  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)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)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）「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)、「連

結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)、「『研究開発費等に係る会計基準』の一

部改正」(企業会計基準第23号)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号)、「持 

分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に 

関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。 

  

  ②表示方法の変更 

  (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)に基づき財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令(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。 

  

  

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
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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：百万円）

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 5,705 5,327

受取手形・完成工事未収入金等 48,436 53,554

未成工事支出金 5,289 5,662

その他のたな卸資産 4,379 4,336

その他 4,987 2,937

貸倒引当金 △38 △60

流動資産合計 68,759 71,757

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,614 23,166

機械、運搬具及び工具器具備品 42,991 42,756

土地 16,390 16,402

その他 1,006 1,482

減価償却累計額 △51,150 △50,663

有形固定資産合計 32,853 33,144

無形固定資産 464 482

投資その他の資産

投資有価証券 1,775 2,040

その他 7,170 7,273

貸倒引当金 △1,726 △1,785

投資その他の資産合計 7,219 7,528

固定資産合計 40,536 41,154

資産合計 109,296 112,912
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 25,818 27,370

短期借入金 3,904 3,904

コマーシャル・ペーパー 3,000 3,000

未払法人税等 893 2,747

未成工事受入金 326 359

賞与引当金 1,190 858

完成工事補償引当金 846 979

その他 5,749 6,104

流動負債合計 41,730 45,322

固定負債

長期借入金 6,078 6,109

退職給付引当金 11,666 11,737

役員退職慰労引当金 67 99

その他 3,791 3,825

固定負債合計 21,603 21,771

負債合計 63,333 67,094

純資産の部

株主資本

資本金 5,468 5,468

資本剰余金 1,873 1,873

利益剰余金 32,324 32,020

自己株式 △10 △10

株主資本合計 39,656 39,351

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 248 395

繰延ヘッジ損益 △6 1

土地再評価差額金 3,953 3,958

評価・換算差額等合計 4,195 4,356

少数株主持分 2,110 2,109

純資産合計 45,962 45,817

負債純資産合計 109,296 112,912
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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：百万円）

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)

売上高 38,207 33,938

売上原価 32,543 29,465

売上総利益 5,663 4,473

販売費及び一般管理費 2,158 2,333

営業利益 3,505 2,140

営業外収益

受取配当金 11 14

受取補償金 3 0

雑収入 38 23

営業外収益合計 54 38

営業外費用

支払利息 81 37

売上債権売却損 29 10

雑支出 26 20

営業外費用合計 137 68

経常利益 3,422 2,110

特別利益

貸倒引当金戻入額 19 46

その他 1 －

特別利益合計 20 46

特別損失

固定資産除却損 6 8

減損損失 5 1

ゴルフ会員権評価損 － 5

特別損失合計 11 15

税金等調整前四半期純利益 3,430 2,141

法人税、住民税及び事業税 1,306 993

法人税等調整額 208 △112

法人税等合計 1,514 881

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,259

少数株主利益 118 18

四半期純利益 1,798 1,241
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（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 3,430 2,141

減価償却費 704 708

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △81

賞与引当金の増減額（△は減少） 224 332

退職給付引当金の増減額（△は減少） △215 △71

受取利息及び受取配当金 △12 △15

支払利息 81 37

売上債権の増減額（△は増加） 5,896 5,118

未成工事支出金の増減額（△は増加） △827 373

たな卸資産の増減額（△は増加） 99 △42

仕入債務の増減額（△は減少） △2,858 △1,551

未成工事受入金の増減額（△は減少） △215 △32

その他 △1,962 △1,683

小計 4,336 5,232

利息及び配当金の受取額 12 17

利息の支払額 △72 △14

法人税等の支払額 △3,464 △2,744

営業活動によるキャッシュ・フロー 812 2,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2 △5

有形固定資産の取得による支出 △902 △1,164

有形固定資産の売却による収入 2 10

その他 20 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △882 △1,170

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） △460 －

長期借入金の返済による支出 △280 △31

配当金の支払額 △853 △872

その他 △56 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,650 △943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,720 377

現金及び現金同等物の期首残高 10,455 5,305

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,735 5,683
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 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21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
  

 【報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報】 

 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） 

 
  

  （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）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）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

 【事業の種類別セグメント情報】

建設事業 
(百万円)

製品販売等
(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

36,090 2,116 38,207 ― 38,207

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 455 456 (456) ―

計 36,091 2,572 38,664 (456) 38,207

営業利益 3,477 28 3,505 ― 3,505

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計 調整額

四半期 
連結損益
計算書 
計上額

エンジニ
アリング

操業 計

売上高

  外部顧客への売上高 25,406 5,954 31,361 2,577 33,938 ― 33,938

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

25 ― 25 1,272 1,298 △1,298 ―

計 25,432 5,954 31,387 3,850 35,237 △1,298 33,938

セグメント利益 
（経常利益）

1,777 194 1,971 106 2,077 32 2,110

（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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４．補足情報

  個別受注・売上・繰越高

①受注高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成21年 4月 1日 自平成22年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成21年 6月30日 至平成22年 6月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 13,418 11,403 △2,014 △15.0

電気計装・システム 5,486 4,581 △905 △16.5

建設 9,325 8,819 △506 △5.4

計 28,230 24,804 △3,426 △12.1

操業 5,312 6,135 822 15.5

その他 1,649 2,030 380 23.1

合計 35,192 32,969 △2,223 △6.3

②売上高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成21年 4月 1日 自平成22年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成21年 6月30日 至平成22年 6月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 13,167 11,270 △ 1,896 △14.4

電気計装・システム 5,356 3,810 △ 1,546 △28.9

建設 8,647 7,598 △ 1,048 △12.1

計 27,171 22,678 △ 4,492 △16.5

操業 5,237 5,954 717 13.7

その他 1,649 2,030 380 23.1

合計 34,057 30,663 △ 3,394 △10.0

③繰越高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第１四半期

自平成21年 4月 1日 自平成22年 4月 1日 比較増減（△）  増減率（△）％

区分 至平成21年 6月30日 至平成22年 6月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 16,997 10,119 △6,877 △40.5

電気計装・システム 9,762 5,465 △4,297 △44.0

建設 23,146 12,808 △10,337 △44.7

計 49,906 28,393 △21,513 △43.1

操業 108 217 109 100.1

その他 ― ― ― ―

合計 50,015 28,611 △21,404 △42.8
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