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

23年3月期第3四半期 31,131 36.6 3,383 217.3 3,464 184.8 2,103 206.1
22年3月期第3四半期 22,796 △39.9 1,066 △71.6 1,216 △68.2 687 △67.8

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3四半期 24.06 ―

22年3月期第3四半期 7.71 ―

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3四半期 48,049 22,549 46.8 261.58
22年3月期 41,440 22,443 54.0 253.95

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  22,487百万円 22年3月期  22,361百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
23年3月期 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

8.00 8.00

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 38,500 8.7 3,800 37.5 3,900 33.5 2,200 3.5 25.27



(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  有  
（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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・業績予想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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果
となる可能性があります。 

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3Q  89,230,015株 22年3月期  89,230,015株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,263,116株 22年3月期  1,177,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  87,429,783株 22年3月期3Q  89,176,290株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年4月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、アジア

諸国を中心とする新興国の需要拡大や政府の経済対策の効果等により緩やかな回復基調で推移しました

が、後半において長引く円高や政策効果の息切れにより、国内景気は足踏み状態が続き本格的な回復に

は至りませんでした。また、海外においても米国の厳しい雇用情勢や欧州の財政問題等もあり、先進国

経済は依然として先行き不透明な状況となっております。 

このような経営環境のもと、受注面では国内鉄鋼メーカーより加熱炉の改造工事の成約を得るととも

に、ベトナムにおいては冷延薄板コイル用連続焼鈍ラインおよび溶融亜鉛めっきラインの大型鉄鋼設備

を、台湾では多機能携帯端末用タッチパネル関連の精密塗工装置など海外市場で大型案件の成約を得

て、受注高は28,873百万円（前年同期比122.4％）となりました。 

売上面につきましては、鉄鋼向け加熱炉改造、電機向け薄型パネル製造装置、太陽電池製造設備など

を納入し、売上高は31,131百万円（前年同期比136.6％）となりました。 

この結果、利益面では、増収効果および原価・経費の削減活動により営業利益3,383百万円（前年同

期比317.3％）、経常利益3,464百万円（同284.8％）、四半期純利益2,103百万円（同306.1％）とそれ

ぞれ増益となりました。 

また、資本効率の向上と株主の皆様への利益還元の一環として、前期に引き続き自己株式の取得を実

施し、都合２回で２百万株の自己株式を取得いたしました。 

  

資産合計は、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末比6,608百万円増加の48,049百万円

となりました。  

負債合計は、支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末比6,502百万円増加の25,499

百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末比106百万円増加の22,549百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ7.2ポイント減少し、46.8％となりました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、受注済案件の納入が順調に進捗していることから、売上高は前

回予想に比べ10億円増加の385億円となる見込みです。これに伴い、営業利益38億円、経常利益39億

円、当期純利益22億円と、それぞれ増加する見込みです。 

  

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

(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。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会

計期間末の実地棚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。 

定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定しております。 

一部の項目については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

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、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

当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。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。  

  

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、営業利益、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。

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 平成20年12月

26日)、「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)、「『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 平成20年12月26日)、「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準

第16号 平成20年12月26日)、「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 平成20年12月26日)を適用しております。 

  

 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

①簡便な会計処理

・棚卸資産の評価方法

・固定資産の減価償却費の算定方法

・経過勘定項目の算定方法

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算

(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）

（「企業結合に関する会計基準」等の適用）

(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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,703 8,253

受取手形及び売掛金 20,900 20,336

たな卸資産 1,439 821

その他 296 316

貸倒引当金 △16 △19

流動資産合計 37,323 29,708

固定資産

有形固定資産 5,797 6,021

無形固定資産 18 23

投資その他の資産

投資有価証券 4,509 5,280

その他 438 444

貸倒引当金 △37 △37

投資その他の資産合計 4,909 5,686

固定資産合計 10,725 11,731

資産合計 48,049 41,440

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,581 11,129

短期借入金 3,305 3,274

未払法人税等 1,290 477

引当金 354 354

その他 3,610 1,543

流動負債合計 23,141 16,778

固定負債

長期借入金 840 720

退職給付引当金 429 285

その他 1,089 1,214

固定負債合計 2,358 2,219

負債合計 25,499 18,997
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 3,849 3,849

利益剰余金 12,340 10,940

自己株式 △912 △323

株主資本合計 21,453 20,644

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,068 1,723

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △35 △6

評価・換算差額等合計 1,033 1,716

少数株主持分 62 82

純資産合計 22,549 22,443

負債純資産合計 48,049 41,440
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(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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 22,796 31,131

売上原価 18,665 24,582

売上総利益 4,130 6,549

販売費及び一般管理費 3,064 3,165

営業利益 1,066 3,383

営業外収益

受取配当金 81 92

その他 131 76

営業外収益合計 213 169

営業外費用

支払利息 42 38

為替差損 － 42

持分法による投資損失 17 －

その他 3 7

営業外費用合計 63 88

経常利益 1,216 3,464

特別利益

投資有価証券割当益 － 62

事業譲渡益 － 22

投資有価証券売却益 － 4

特別利益合計 － 88

特別損失

投資有価証券評価損 33 11

特別損失合計 33 11

税金等調整前四半期純利益 1,182 3,541

法人税等 481 1,433

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,107

少数株主利益 13 4

四半期純利益 687 2,103
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 1,182 3,541

減価償却費 366 395

投資有価証券評価損益（△は益） 33 11

投資有価証券割当益 － △62

事業譲渡損益（△は益） － △22

投資有価証券売却損益（△は益） － △4

持分法による投資損益（△は益） 17 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 168 144

受取利息及び受取配当金 △86 △99

支払利息 42 38

売上債権の増減額（△は増加） 11,325 △571

たな卸資産の増減額（△は増加） △139 △628

仕入債務の増減額（△は減少） △7,977 3,460

その他 216 2,188

小計 5,129 8,385

利息及び配当金の受取額 86 99

利息の支払額 △42 △37

法人税等の支払額 △1,481 △612

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,691 7,834

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 △793 △227

無形固定資産の取得による支出 △8 △2

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － 9

子会社株式の取得による支出 － △14

事業譲渡による収入 － 22

その他 △10 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △813 △220

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） △51 －

長期借入れによる収入 420 430

長期借入金の返済による支出 △292 △279

配当金の支払額 △891 △704

自己株式の取得による支出 △25 △589

財務活動によるキャッシュ・フロー △841 △1,143

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,035 6,450

現金及び現金同等物の期首残高 7,441 8,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,477 14,703
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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売上高 

（単位：百万円） 

 
  

②受注高 

（単位：百万円） 

 
  

③受注残高 

（単位：百万円） 

(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

4. 補足情報

(1) 受注及び販売の状況

部門

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
増減

平成21年4月～平成21年12月 平成22年4月～平成22年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 17,683 77.6 19,489 62.6 1,806 

情報・通信 1,150 5.0 9,843 31.6 8,693 

環境保全 2,626 11.5 780 2.5 △1,846 

その他 1,336 5.9 1,018 3.3 △318 

合  計 22,796 100.0 31,131 100.0 8,335 

(内、海外) (6,641) (29.1) (6,450) (20.7) (△191)

部門

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
増減

平成21年4月～平成21年12月 平成22年4月～平成22年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 19,434 82.4 19,123 66.2 △311 

情報・通信 1,203 5.1 7,145 24.8 5,942 

環境保全 1,777 7.5 1,155 4.0 △622 

その他 1,181 5.0 1,449 5.0 268 

合  計 23,596 100.0 28,873 100.0 5,277 

(内、海外) (1,526) (6.5) (16,933) (58.6) (15,407)

部門

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
増減

平成21年4月～平成21年12月 平成22年4月～平成22年12月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 26,924 77.7 22,103 80.0 △4,821 

情報・通信 5,600 16.1 3,699 13.4 △1,901 

環境保全 1,064 3.1 764 2.8 △300 

その他 1,073 3.1 1,042 3.8 △31 

合  計 34,662 100.0 27,609 100.0 △7,053 

(内、海外) (4,005) (11.6) (15,293) (55.4) (11,288)
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