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１．平成23年３月期第２四半期の連結業績　（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

連結経営成績 （累計）
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（注）　当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

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）
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４．その他  （詳細は、［添付資料］２ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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。

簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（１）

（２）

（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。

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

①以外の変更 ： 無

（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。
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発行済株式数（普通株式）

期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Q 22年３月期

期末自己株式数 23年３月期２Q 22年３月期

期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Q 22年３月期２Q

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

②
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138,730,741株
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125,732,220株

①

（４）

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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連結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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関
する事項は、四半期決算短信［添付資料］２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）の連結業績は、主力の機械・プラ

ント事業及び物流システム事業における既受注大型案件の着実な遂行、及びプロジェクト管理の強化の結果、売上

高は254億３千７百万円（前年同四半期比13.8％増）、営業利益は17億６千７百万円（同5.2％増）、経常利益は16

億４千３百万円（同3.8％増）となりました。一方、投資有価証券評価損及び資産除去債務会計基準の適用に伴う

影響額等の計上により、四半期純損失は５千３百万円（前年同四半期は四半期純利益13億６千万円）となりまし

た。 

  

セグメントの業績は次の通りであります。 

  

・機械・プラント事業 

 停滞していた石油・天然ガス関連プロジェクト計画が、再び実行に移されるようになり、海外向けＬＮＧ・ＬＰ

Ｇ・原油タンクや国内向けＬＮＧタンクの受注活動、及び国内メンテナンス事業の業容拡大を集中的に展開してま

いりました。また、既受注の大型案件の円滑な遂行と、コスト低減に向けたプロジェクト管理体制の強化により、

増収増益となり、当事業の売上高は131億７千６百万円（前年同四半期比13.3％増）、営業利益は15億２千１百万

円（同38.6％増）となりました。 

  

・物流システム事業 

 生協ピッキングシステム、空港向け手荷物搬送設備、小売り業向けの仕分システムなど大型の既受注案件が工事

進行とともに順調に売上計上され、売上高は102億７千６百万円（前年同四半期比30.4％増）となりましたが、完

成工事補償引当金の計上等により営業利益は１億５千２百万円（同64.7％減）の増収減益となりました。 

  

・建築事業 

 主力の賃貸用共同住宅工事及び鋼管杭事業等の回復が遅れ、引き続き厳しい事業環境であり、当事業の売上高は

８億５千８百万円（前年同四半期比40.3％減）、営業利益は２百万円（同94.8％減）となりました。 

  

・その他 

 上記に属さないその他の売上高は11億２千７百万円（前年同四半期比19.5％減）、営業利益は２億２千９百万円

（同12.1％減）となりました。 

  

 なお、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、上記の前年同四半期との比較に関する事項は、前年同四半期の数値を新基準

に組み替えて算出した数値との比較に基づいております。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、これまでの業績等を勘案し修正しております。詳細につきまし

ては、平成22年11月８日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、今後何らかの要因により業績予想を見直す必要性が生じた場合は、速やかに開示致します。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    一部の連結子会社は、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、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定

しております。 

  ②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。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用  

 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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益が０百万円、税金等調整前四半期純利益が 百万円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 百万円であります。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び、「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、期首利益剰余金は 百万円減少しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。   

298

298

12
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 8,203 8,956

受取手形及び売掛金 11,397 13,511

有価証券 2,499 999

リース投資資産 2,733 3,208

商品 1 2

原材料及び貯蔵品 585 640

仕掛品 7,251 8,238

繰延税金資産 339 508

その他 619 1,839

貸倒引当金 △163 △158

流動資産合計 33,466 37,747

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,415 2,445

機械装置及び運搬具（純額） 933 883

工具、器具及び備品（純額） 276 338

土地 8,930 8,734

建設仮勘定 61 87

有形固定資産合計 12,617 12,489

無形固定資産 303 338

投資その他の資産   

投資有価証券 5,001 6,617

繰延税金資産 55 35

その他 1,356 1,497

貸倒引当金 △359 △358

投資その他の資産合計 6,053 7,791

固定資産合計 18,973 20,620

資産合計 52,440 58,367
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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   

支払手形及び買掛金 2,309 2,756

短期借入金 1,388 3,251

1年内返済予定の長期借入金 3,575 1,028

未払費用 3,693 4,015

未払法人税等 308 195

前受金 5,929 7,357

リース債務 157 156

賞与引当金 279 249

受注損失引当金 439 717

完成工事補償引当金 515 477

その他 466 635

流動負債合計 19,064 20,842

固定負債   

長期借入金 543 3,961

リース債務 285 364

繰延税金負債 66 280

再評価に係る繰延税金負債 2,174 2,174

退職給付引当金 412 378

資産除去債務 298 －

その他 90 90

固定負債合計 3,870 7,249

負債合計 22,934 28,091

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,580 18,580

資本剰余金 1,104 1,104

利益剰余金 13,059 13,608

自己株式 △3,748 △3,743

株主資本合計 28,994 29,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20 350

繰延ヘッジ損益 △6 △5

土地再評価差額金 792 792

為替換算調整勘定 △417 △519

評価・換算差額等合計 388 617

少数株主持分 121 109

純資産合計 29,505 30,276

負債純資産合計 52,440 58,367
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 22,345 25,437

売上原価 18,671 21,605

売上総利益 3,674 3,832

販売費及び一般管理費 1,994 2,064

営業利益 1,680 1,767

営業外収益   

受取利息 25 15

受取配当金 117 125

持分法による投資利益 21 －

株式割当益 － 44

その他 33 54

営業外収益合計 198 240

営業外費用   

支払利息 50 15

持分法による投資損失 － 138

為替差損 237 200

その他 7 10

営業外費用合計 295 365

経常利益 1,583 1,643

特別利益   

固定資産売却益 276 8

事業譲渡益 － 23

貸倒引当金戻入額 189 32

その他 51 －

特別利益合計 518 64

特別損失   

固定資産除却損 3 0

投資有価証券評価損 － 994

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 298

その他 6 4

特別損失合計 10 1,296

税金等調整前四半期純利益 2,091 411

法人税、住民税及び事業税 81 323

法人税等調整額 633 130

法人税等合計 714 453

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △42

少数株主利益 16 11

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,360 △53
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 2,091 411

減価償却費 333 338

長期前払費用償却額 72 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） △160 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 100 34

受注損失引当金の増減額（△は減少） △357 △250

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 220 38

受取利息及び受取配当金 △143 △141

支払利息 50 15

株式割当益（△は益） － △44

為替差損益（△は益） 192 112

持分法による投資損益（△は益） △21 138

投資有価証券評価損益（△は益） － 994

有形固定資産売却損益（△は益） △275 △8

有形固定資産除却損 5 0

事業譲渡損益（△は益） － △23

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 298

売上債権の増減額（△は増加） 448 2,107

リース投資資産の増減額（△は増加） 284 380

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,439 1,043

前渡金の増減額（△は増加） △46 1,206

未収入金の増減額（△は増加） △11 △18

仕入債務の増減額（△は減少） 1,268 △770

前受金の増減額（△は減少） 1,920 △1,424

その他 △37 34

小計 3,496 4,528

利息及び配当金の受取額 160 155

利息の支払額 △45 △14

法人税等の支払額 △30 △196

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,580 4,471

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △58 △58

定期預金の払戻による収入 36 36

有形及び無形固定資産の取得による支出 △293 △459

有形及び無形固定資産の売却による収入 393 9

投資有価証券の取得による支出 △210 △104

投資有価証券の売却による収入 － 43

事業譲渡による収入 － 23

貸付けによる支出 △29 △80

貸付金の回収による収入 99 60

その他 29 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △32 △521

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） △3,064 △1,736

長期借入れによる収入 3,650 －

長期借入金の返済による支出 △1,327 △871

自己株式の取得による支出 △2 △5

配当金の支払額 △498 △477

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,244 △3,090

現金及び現金同等物に係る換算差額 △133 △135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,169 724

現金及び現金同等物の期首残高 6,864 9,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,034 10,527
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品  

(1）機械・プラント事業……ＬＮＧ・ＬＰＧ・原油・その他の気体・液体用の貯蔵タンク 

(2）物流システム事業………搬送・仕分・制御等各種の物流システム機器並びに各種コンベヤ機器 

(3）建築事業…………………集合住宅、事務所、店舗、倉庫等の各種建築物 

(4）不動産賃貸事業…………不動産賃貸 

(5）その他事業………………リース他 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）東南アジア………シンガポール、マレーシア 

(2）中東………………イラン、イエメン 

(3）アフリカ…………アンゴラ、アルジェリア 

(4）その他の地域……韓国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
機械・プラ
ント事業 
（百万円） 

物流システ
ム事業 

（百万円）

建築事業 
（百万円）

不動産賃貸
事業 

（百万円）

その他事業
（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 
 11,626  7,881  1,436  289  1,110  22,345  －  22,345

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  46  389  436 ( ) 436  －

計  11,626  7,881  1,436  336  1,500  22,781 ( ) 436  22,345

営業利益  1,097  430  49  151  108  1,838 ( ) 157  1,680

  東南アジア 中東 アフリカ  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  915  381  3,154  10  4,461

Ⅱ 連結売上高（百万円）          22,345

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.1  1.7  14.1  0.1  20.0
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、当社における製品・サービス毎の事業部及び、当社の子会社であるトーヨーカネツ ソリューショ

ンズ㈱が、それぞれ取り扱う製品・サービスについて、包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「機械・プラント事業」、「物流システ

ム事業」及び「建築事業」を報告セグメントとしております。 

   「機械・プラント事業」は、ＬＮＧ・ＬＰＧ・原油・その他の気体・液体用の貯蔵タンクの設計・製作・施工や、

これら各種タンクのメンテナンス業務等を行っております。「物流システム事業」は、仕分け、ピッキング及び搬送

システムを中心とした物流システムの開発・設計・施工や、これら各種システムのメンテナンス業務等を行っており

ます。「建築事業」は集合住宅、事務所、店舗、倉庫等の各種建築物の設計・施工・監理等を行っております。  

２．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）「その他」の区分は、不動産賃貸業、リース業等を含んでおります。 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

 （注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４．報告セグメント毎の固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

（追加情報） 

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。  

  

報告セグメント 
その他 

（百万円） 
（注） 

調整額 
（百万円） 

合計 
（百万円）

機械・プラ
ント事業 
（百万円） 

物流システ
ム事業 

（百万円）

建築事業
（百万円）

計 
（百万円）

売上高               

外部顧客への売上高  13,176  10,276  858  24,310  1,127 －  25,437

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  13,176  10,276  858  24,310  1,127 －  25,437

セグメント利益  1,521  152  2  1,676  229  △138  1,767

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  1,676

「その他」の区分の利益  229

全社費用（注）  △139

その他の調整額  1

四半期連結損益計算書の営業利益  1,767

（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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（１）受注の状況 

（ ）内は内数であって、海外受注高を示しております。 

  

（２）受注残高の状況 

（ ）内は内数であって、海外受注残高を示しております。 

４．補足情報

事業の種類別セグメント 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

増減 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

機械・プラント事業 
 5,756  35.9  11,363  62.3  5,607  97.4

 (337)  (2.1)  (6,758)  (37.1)  (6,420) (－) 

物流システム事業 
 9,077  56.6  5,369  29.4  △3,707  △40.8

 (304)  (1.9)  (460)  (2.5)  (155)  (51.2)

建築事業 
 1,213  7.5  1,504  8.3  290  24.0

(－) (－) (－) (－) (－) (－) 

合計 
 16,046  100.0  18,236  100.0  2,190  13.6

 (642)  (4.0)  (7,218)  (39.6)  (6,576) (－) 

事業の種類別セグメント 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日現在） 

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日現在） 

増減 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

機械・プラント事業 
 45,673  79.6  43,860  85.5  △1,812  △4.0

 (13,768)  (24.0)  (16,166)  (31.5)  (2,398)  (17.4)

物流システム事業 
 11,311  19.7  6,404  12.5  △4,906  △43.4

 (102)  (0.2)  (410)  (0.8)  (307)  (299.8)

建築事業 
 393  0.7  1,039  2.0  645  164.3

(－) (－) (－) (－) (－) (－) 

合計 
 57,378  100.0  51,304  100.0  △6,073  △10.6

 (13,870)  (24.2)  (16,577)  (32.3)  (2,706)  (19.5)
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