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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） 

 

(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 ％

23年3月期第2四半期 111,916 △32.0 5,329 ― 3,024 ― 2,886 ―
22年3月期第2四半期 164,658 △31.6 △2,382 ― △380 ― △1,745 ―

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2四半期 11.14 ―
22年3月期第2四半期 △6.73 ―

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2四半期 308,995 150,637 48.6 579.15
22年3月期 328,174 149,253 45.3 573.61

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  150,109百万円 22年3月期  148,683百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― ― ― 3.50 3.50
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 240,000 △23.3 16,000 840.0 13,000 168.7 4,000 35.4 15.43



(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 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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きが実施中です。 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、【添付資料】P.3 「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3 「２．その他の情報」をご覧ください。）

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2Q 260,324,529株 22年3月期  260,324,529株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,134,872株 22年3月期  1,117,239株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 259,196,265株 22年3月期2Q 259,340,373株
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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における当社グループを取り巻く事業環境は、石油・ガスの将来的な需要拡大を背景

に、各地での大型投資案件の具体化が進む一方、円高の進行も加わり、韓国及び欧州コントラクターとの競争激化に

さらされております。 

このような状況下、引き続き当社グループは、技術優位性を活かせる案件の受注活動に注力するとともに、カタ

ールガス社LNG（液化天然ガス）プラント第６、第７系列建設工事、パプアニューギニアでのLNGプラント建設工事を

始めとした既受注案件の遂行に取り組みました。 

当第2四半期連結累計期間の連結受注工事高は 1,242億83百万円（前年同四半期連結累計期間比 69.7％増 ）、連

結受注残高は 5,235億53百万円（同 59.6％増）となりました。主な新規受注案件は、マレーシア向け多結晶シリコ

ンプラント建設工事、国内向けLNG受入基地です。 

  連結完成工事高は 1,119億16百万円（同 32.0％減）、営業利益は 53億29百万円（前年同四半期連結累計期間は 

23億82百万円の営業損失）、経常利益は 30億24百万円（同 3億80百万円の経常損失）、四半期純利益は 28億86百万

円（同 17億45百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当社の主たる事業セグメントであるエンジニアリング事業の概況は、次のとおりです。 

  

(天然ガス・電力分野) 

海外においては、パプアニューギニアでのLNGプラントのEPC（設計・調達・施工）業務、カタールでのLNG・ガス

処理プラントのEPC業務、ブラジルでのFloating（浮体式）LNGプラントの基本設計業務及びその他の複数の基本設計

業務を引き続き遂行しました。また、カタール現地子会社は、当社グループが建設したLNG・ガス処理プラントにお

ける改造や改修案件のEPCm(設計・調達・建設管理)業務を長期サービス契約に基づき遂行するとともに、同国の他の

LNG・ガス処理プラントに対しても同様なサービスを提供すべく営業活動を展開しています。 

  国内においては、低炭素社会に向け将来CO2の削減に寄与することが期待されるCO2分離回収設備や、CO2削減につ

ながる検討業務を数件受注しました。また、新潟県や岡山県で建設中の3件に新規受注の1件を加えたLNG受入基地建

設工事を始めとする既受注案件を引き続き順調に遂行しました。 

  

(石油・石油化学・ガス化学分野) 

海外においては、中東地域や東南アジア地域における製油所の投資計画案件にグループ一体となって取り組み、

サウジアラビアでの重質油分解装置のEPC業務、シンガポールでの脱硫プラントの基本設計業務を引き続き遂行する

とともに、タンクターミナルのEPC業務に着手しました。こうした業務遂行を通じてグループ会社の強化を図り、グ

ローバルオペレーションを推進しています。 

国内においては、エネルギー供給構造高度化法が昨年施行されたことに伴い重質油分解装置の装備率向上や設備

の統廃合を目指す動きが始まったことから、製油所高効率化、競争力強化、省エネ化などに係る投資案件受注のため

の営業活動を行いました。また、遂行面ではRFCC（残油流動接触分解）装置建設工事、HS-FCC(高過酷度流動接触分

解)セミコマーシャル装置建設工事（2010年度分）、コンビナート水素連携事業などが予定通り進捗しました。 

  

(一般化学・産業機械・環境・その他分野) 

一般化学・産業機械・環境分野においては、低炭素技術分野に集中的に営業活動を行い、太陽電池部材となる多

結晶シリコンプラントや、電気自動車やハイブリッド自動車向けのリチウムイオン電池関連案件などの受注に結びつ

けることが出来ました。 

医薬品関連分野においては、抗体医薬品、抗がん剤に代表される高生理活性医薬品などの投資計画案件の増加に

対応して積極的に営業活動を行いました。 

  

（注）事業部門ごとの受注高、完成工事高、受注残高については、９ページを参照してください。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  

（資産の部） 

 未成工事支出金が 50億63百万円増加する一方、現金預金・譲渡性預金（有価証券）が 220億31百万円減少したこ

となどにより、総資産は前連結会計年度末に比べ 191億78百万円減少しました。 

  

（負債の部） 

 支払手形・工事未払金の減少 56億79百万円、未成工事受入金の減少 79億62百万円、未払法人税等の減少 38億67

百万円などにより、負債総額は前連結会計年度末に比べ 205億62百万円減少しました。 

  

（純資産の部） 

 評価・換算差額等が 5億40百万円減少する一方、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が 19億79百万円増加

した結果、純資産は 1,506億37百万円となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向を踏まえ、平成22年5月13日発表の平成23年3月期（平成22年4月1日～平成22年3月31日）の連結業

績予想を修正しております。詳細については本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。  

  

  （４）その他の補足事項 

     本社オフィス集約検討の件 

 現在、当社の本社オフィスは、神奈川県横浜市と川崎市の数箇所に分散しておりますが、現在遂行中の中期経営

計画「変革と創造2012」の達成と次なる飛躍のために本社オフィスの集約について慎重に検討を進めております。 

  

  

（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 

 該当事項はありません。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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営業利益及び経常利益はそれぞれ4百万円減少し、税金等調整前四半期

純利益は150百万円減少しております。  

  

２．その他の情報



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   

現金預金 27,971 43,002

受取手形・完成工事未収入金 49,112 51,318

有価証券 89,841 96,841

未成工事支出金 12,346 7,283

ジョイントベンチャー持分資産 70,504 69,917

その他 22,882 22,357

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 272,656 290,719

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 7,884 8,042

土地 11,938 11,938

その他（純額） 1,237 1,468

有形固定資産計 21,061 21,450

無形固定資産 4,840 5,142

投資その他の資産   

投資有価証券 7,385 7,855

その他 3,385 3,339

貸倒引当金 △333 △333

投資その他の資産計 10,437 10,861

固定資産合計 36,339 37,454

資産合計 308,995 328,174



(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・工事未払金 83,844 89,523

1年内返済予定の長期借入金 － 4

未払法人税等 808 4,675

未成工事受入金 40,206 48,168

完成工事補償引当金 4,345 4,486

工事損失引当金 2,946 4,427

賞与引当金 2,999 3,252

その他 9,720 11,421

流動負債合計 144,870 165,960

固定負債   

長期借入金 10,162 10,000

引当金 2,428 2,428

その他 896 532

固定負債合計 13,487 12,960

負債合計 158,358 178,921

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,396 43,396

資本剰余金 37,112 37,112

利益剰余金 72,739 70,759

自己株式 △1,228 △1,215

株主資本合計 152,019 150,053

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △349 102

繰延ヘッジ損益 101 △156

為替換算調整勘定 △1,662 △1,315

評価・換算差額等合計 △1,910 △1,369

少数株主持分 527 569

純資産合計 150,637 149,253

負債純資産合計 308,995 328,174



（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) 

完成工事高 164,658 111,916

完成工事原価 161,056 100,196

完成工事総利益 3,601 11,719

販売費及び一般管理費 5,983 6,390

営業利益又は営業損失（△） △2,382 5,329

営業外収益   

受取利息 633 307

受取配当金 51 51

持分法による投資利益 104 10

不動産賃貸料 71 67

為替差益 1,257 －

その他 97 166

営業外収益合計 2,215 603

営業外費用   

支払利息 126 126

為替差損 － 2,692

不動産賃貸費用 49 48

その他 38 41

営業外費用合計 213 2,907

経常利益又は経常損失（△） △380 3,024

特別利益   

保険解約返戻金 － 109

特別利益合計 － 109

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 146

特別損失合計 － 146

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（△）

△380 2,987

法人税、住民税及び事業税 2,656 832

法人税等調整額 △1,329 △704

法人税等合計 1,327 128

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,859

少数株主利益又は少数株主損失（△） 37 △27

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,745 2,886



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△380 2,987

減価償却費 1,011 1,047

受取利息及び受取配当金 △684 △359

売上債権の増減額（△は増加） △18,946 2,089

未成工事支出金の増減額（△は増加） △468 △5,067

仕入債務の増減額（△は減少） 11,074 △5,523

未成工事受入金の増減額（△は減少） △4,093 △7,906

ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増
加）

19,825 △586

その他 △3,074 △1,828

小計 4,263 △15,148

利息及び配当金の受取額 317 133

利息の支払額 △132 △125

法人税等の支払額 △5,826 △4,734

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,377 △19,873

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 － △29

有形固定資産の取得による支出 △553 △653

無形固定資産の取得による支出 △483 △373

その他 △1 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,038 △1,052

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 162

長期借入金の返済による支出 △14 △4

株式の発行による収入 7 －

配当金の支払額 △1,937 △904

少数株主への配当金の支払額 △7 △9

その他 △15 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,967 △776

現金及び現金同等物に係る換算差額 285 △359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,097 △22,061

現金及び現金同等物の期首残高 135,536 139,790

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 290 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 131,729 117,728



該当事項はありません。 

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（単位：百万円） 

 (注) 受注残高を算出するに当たっては、前連結会計年度以前に受注した工事の契約変更等による減額分並びに受注高

の調整による増額分及び外貨建契約に関する為替換算修正に伴う増減額の合計を加味しております。 

  

４．生産、受注及び販売の状況（連結）

事業部門の名称 

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) 

受注高 
(構成比) 

完成工事高 
(構成比) 

受注残高 
(構成比) 

受注高 
(構成比) 

完成工事高 
(構成比) 

受注残高 
(構成比) 

１ エンジニアリング 

事業 

 

( 96.8%) 

70,854  

( 98.5%) 

162,132  

( 99.8%) 

327,301  

(  %) 

121,316

97.6

 

( %) 

109,056

97.4

 

(  %) 

522,999

99.9

(1) ＬＮＧプラント 
関係 

 

(  8.7%) 

6,333  

( 33.9%) 

55,814  

( 25.5%) 

83,746  

( %) 

13,691

11.0

 

(  %) 

34,787

31.1

 

(  %) 

253,897

48.5

(2) その他ガス・ 
動力関係 

 

( 12.7%) 

9,320  

( 17.1%) 

28,141  

( 45.2%) 

148,279  

(  %) 

36,726

29.5

 

(  %) 

21,052

18.8

 

(  %) 

138,232

26.4

(3) ガス化学関係 
 

(  0.1%) 

47  

(  0.1%) 

194  

(  0.2%) 

698  

(   %) 

107

0.1

 

(   %) 

54

0.1

 

(   %) 

637

0.1

(4) 石油・ 
石油化学関係 

 

( 61.3%) 

44,891  

( 32.6%) 

53,695  

( 22.8%) 

74,775  

(  %) 

24,483

19.7

 

(  %) 

31,231

27.9

 

(   %) 

46,626

8.9

(5) 一般化学関係 
 

(  9.9%) 

7,273  

(  9.0%) 

14,810  

(  4.1%) 

13,435  

(  %) 

34,767

28.0

 

(  %) 

8,105

7.2

 

(   %) 

42,420

8.1

(6) 一般産業機械関係 
 

(  1.3%) 

936  

(  0.3%) 

423  

(  0.7%) 

2,301  

(   %) 

8,695

7.0

 

( %) 

11,989

10.7

 

(   %) 

18,557

3.6

(7) 環境関係・その他 
 

(  2.8%) 

2,049  

(  5.5%) 

9,052  

(  1.3%) 

4,064  

(   %) 

2,843

2.3

 

(  %) 

1,835

1.6

 

(   %) 

22,629

4.3

２ その他の事業 
 

(  3.2%) 

2,363  

(  1.5%) 

2,525  

(  0.2%) 

712  

(   %) 

2,966

2.4

 

(  %) 

2,859

2.6

 

(   %) 

553

0.1

合   計 
 

(100.0%) 

73,218  

(100.0%) 

164,658  

(100.0%) 

328,014  

( %) 

124,283

100.0

 

( %) 

111,916

100.0

 

( %) 

523,553

100.0

国   内 
 

( 49.8%) 

36,462  

( 48.3%) 

79,490  

( 52.6%) 

172,387  

(  %) 

69,231

55.7

 

(  %) 

61,024

54.5

 

(  %) 

176,972

33.8

海   外 
 

( 50.2%) 

36,755  

( 51.7%) 

85,167  

( 47.4%) 

155,626  

(  %) 

55,051

44.3

 

(  %) 

50,892

45.5

 

(  %) 

346,580

66.2
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