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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 6,157 14.3 △264 ― △231 ― △175 ―
23年3月期第1四半期 5,388 △44.7 △227 ― △187 ― △184 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △357百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △820百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.23 ―
23年3月期第1四半期 △2.34 ―

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

24年3月期第1四半期 41,050 19,932 48.6 252.10
23年3月期 43,035 20,686 48.1 261.63
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  19,932百万円 23年3月期  20,686百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 15,800 12.0 △350 ― △350 ― △250 ― △3.16
通期 38,500 10.8 800 △16.7 750 △22.2 400 △19.1 5.06



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中であります。 

※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。 
 なお、上記の予想に関する事項につきましては四半期決算短信（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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 79,139,500 株 23年3月期 79,139,500 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 71,203 株 23年3月期 70,983 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 79,068,444 株 23年3月期1Q 79,078,268 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後、サプライチェーン寸断の影響による企業の

生産活動の減退と、原子力発電所の事故に伴う電力供給の制約による節電や自粛ムードの広がりによる個人消費の

低迷に加え、デフレの影響、雇用情勢の悪化懸念、欧州及び米国での景気回復基調の鈍化や更なる円高の影響もあ

り、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような事業環境の下、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、前連結会計年度及び当

連結会計年度の受注高の増加を反映し、 百万円と前年同四半期に比べ ％の増加となりました。損益面に

おきましては、売上高が増加いたしましたが、売上原価率が上昇したことに加え、見積設計費や旅費交通費等の販

売費及び一般管理費の増加もあり、当第１四半期連結累計期間における営業損失は 百万円（前年同四半期は

百万円の損失）、経常損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）となりました。また、特別損失として

投資有価証券評価損 百万円の計上もあり、法人税等を加減後の四半期純損失は 百万円（前年同四半期は 百

万円の損失）となりました。 

 なお、当社グループでは、売上高が上半期に比べ下半期に、また、第２四半期連結会計期間末及び連結会計年度

末に偏る傾向があります。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

エンジニアリング事業については、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増加）、経常損失 百万円（前年

同四半期は 百万円の損失）となりました。 

単体機械事業については、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増加）、経常利益 百万円（前年同四半期

比 ％増加）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円とな

りました。これは、現金及び預金の増加 百万円、仕掛品の増加 百万円等がありましたが、受取手形及び売

掛金の減少 百万円等の影響によるものであります。  

 負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に、前受金の増加

百万円、賞与引当金の増加 百万円等がありましたが、短期借入金の減少 百万円、支払手形及び買掛金の減

少 百万円等の影響によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。これは主に配当金の支払い及

び四半期純損失の計上による利益剰余金の減少 百万円、その他有価証券評価差額金の減少 百万円等の影響に

よるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

6,157 14.3

264 227

231 187

17 175 184

3,024 23.7 504

408

3,133 6.5 272

23.8

1,984 41,050

1,095 835

3,803

1,230 21,117 652

361 1,000

677

753 19,932

571 182
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,007 9,102

受取手形及び売掛金 16,647 12,844

製品 769 748

仕掛品 1,849 2,685

材料貯蔵品 927 996

その他 776 999

貸倒引当金 △20 △23

流動資産合計 28,958 27,352

固定資産   

有形固定資産 4,563 4,459

無形固定資産 555 592

投資その他の資産   

投資有価証券 7,510 7,187

その他 1,531 1,542

貸倒引当金 △84 △84

投資その他の資産合計 8,958 8,645

固定資産合計 14,076 13,698

資産合計 43,035 41,050

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,375 7,698

短期借入金 3,000 2,000

1年内返済予定の長期借入金 200 200

未払法人税等 265 15

前受金 242 895

賞与引当金 663 1,025

完成工事補償引当金 60 58

受注工事損失引当金 36 16

工場建替費用引当金 206 101

その他 771 859

流動負債合計 13,821 12,869

固定負債   

長期借入金 2,527 2,527

退職給付引当金 5,508 5,366

役員退職慰労引当金 312 178

ＰＣＢ処理引当金 33 33

その他 146 142

固定負債合計 8,527 8,247

負債合計 22,348 21,117
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,202 4,202

利益剰余金 10,799 10,228

自己株式 △16 △16

株主資本合計 18,942 18,371

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,743 1,561

その他の包括利益累計額合計 1,743 1,561

純資産合計 20,686 19,932

負債純資産合計 43,035 41,050
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,388 6,157

売上原価 4,145 4,895

売上総利益 1,243 1,262

販売費及び一般管理費 1,470 1,526

営業利益又は営業損失（△） △227 △264

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 76 79

その他 21 10

営業外収益合計 98 91

営業外費用   

支払利息 19 19

その他 39 38

営業外費用合計 58 58

経常利益又は経常損失（△） △187 △231

特別損失   

投資有価証券評価損 － 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 92 －

特別損失合計 92 17

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（△）

△280 △248

法人税、住民税及び事業税 26 30

法人税等調整額 △122 △103

法人税等合計 △95 △73

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△184 △175

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △184 △175
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △184 △175

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △635 △182

その他の包括利益合計 △635 △182

四半期包括利益 △820 △357

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △820 △357

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

      （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
エンジニアリング事業 単体機械事業 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高  2,445  2,943  5,388

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  2,445  2,943  5,388

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △408  220  △187

      （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
エンジニアリング事業 単体機械事業 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高  3,024  3,133  6,157

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  3,024  3,133  6,157

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △504  272  △231

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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