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(百万円未満切捨て)

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）

（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 33,658 △0.8 1,655 △22.6 1,703 △19.3 953 △23.2

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

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 957百万円(△12.8％) 23年3月期第1四半期 1,098百万円( ― ％)

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 12 .15 ―
23年3月期第1四半期 15 .82 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 106,653 49,923 46.8

   23年3月期 106,948 49,907 46.7

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 49,923百万円 23年3月期 49,907百万円

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

 23年3月期 ― ― ― 12 .00 12 .00

 24年3月期 ―

 24年3月期(予想) ― ― ― ―

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)

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) 67,500 △4.4 3,000 △46.6 3,000 △46.3 1,700 △63.1 21 .67
通   期 140,000 △1.7 6,100 △38.4 6,000 △39.3 3,300 △55.6 42 .07

TAKARASHIMA
財務会計基準機構



  

 

 

 
  

  

  

・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おりませ

ん。 

  

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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・計画に基づく予想

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。 

２．自己株式の取得について 

 当社は、平成23年7月29日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。 

   自己株式取得の概要は以下のとおりであります。 

（１）自己株式の取得を行う理由 

   機動的な資本政策等の遂行を可能にする 

（２）取得の内容 

  ①取得する株式の種類      当社普通株式 

  ②取得する株式の総数      800万株（上限） 

  ③株式の取得価額の総額     32億円（上限） 

  ④取得の期間          平成23年8月1日から平成24年3月31日 

  ⑤取得方法           信託方式による市場買付 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―  社 (社名）           、除外  ―  社 (社名）

（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
 

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年3月期1Ｑ 78,465,113株 23年3月期 78,465,113株

② 期末自己株式数 24年3月期1Ｑ 30,847株 23年3月期 30,847株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Ｑ 78,434,266株 23年3月期1Ｑ 78,435,859株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるもの

の、サプライチェーン復旧に伴う生産や輸出を中心に持ち直しの兆しが見られました。 

  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は、東日本大震災の影響により国内鉄鋼需要

は製造業、特に自動車向けが減少し、輸出向けも前年同期を下回りました。 

 このような環境のもと、当社グループは、企画・設計・製作・施工からメンテナンスまで行うことが

できる総合力と、機械、電気計装、システム、建設の広範な事業分野を擁する複合力を活かし、グルー

プ一丸となった積極的な受注活動を展開いたしました。また、東日本大震災で被災されたお客様に対し

ては、設備・建物等の早期復旧に努めてまいりました。 

 その結果、受注高につきましては、前年同期比3,203百万円増の39,889百万円（前年同期比8.7％

増）、売上高につきましては、前年同期と同水準である33,658百万円（同0.8％減）を確保いたしまし

た。一方、収益面につきましては、厳しい受注競争が継続しており、営業利益1,655百万円（同22.6％

減）、経常利益1,703百万円（同19.3％減）、四半期純利益953百万円（同23.2％減）となりました。 

 また、セグメント別の業績を示すと、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、鉄鋼分野を中心に、機械、電気計装、システム、建設の複合力を

活かした事業展開をしております。当第１四半期につきましては、グループ一丸となった積極的な受注

活動と、東日本大震災で被災されたお客様の設備、建物等の復旧関連工事等により、受注高30,835百万

円（前年同期比10.4％増）、売上高24,906百万円（同2.1％減）となりました。一方、収益面につきま

しては、厳しい受注競争が継続しており、経常利益1,302百万円（同26.7％減）となりました。 

（操業） 

 操業につきましては、東日本大震災による一時的な鉄鋼生産量の減少があったものの、サプライチェ

ーン復旧に伴う一部改善等もあり、前年同期と同水準である受注高6,426百万円（前年同期比4.7％

増）、売上高6,225百万円（同4.6％増）、経常利益216百万円（同11.2％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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)

受注高 売上高 経常損益

エンジニアリング 30,835 24,906 1,302

操業 6,426 6,225 216

その他 3,913 3,767 147

合計 41,175 34,899 1,667

調整額 (1,285) (1,241) 36

四半期連結損益計算書計上額 39,889 33,658 1,703
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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23年５月10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) 140,000 6,100 6,000 3,300

前   期 142,435 9,901 9,885 7,425
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２．四半期連結財務諸表

（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

現金預金 824 1,023

預け金 2,547 1,435

受取手形・完成工事未収入金等 54,363 52,906

未成工事支出金 2,913 3,643

その他のたな卸資産 4,469 4,442

繰延税金資産 801 934

その他 1,883 3,505

貸倒引当金 △37 △16

流動資産合計 67,765 67,875

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,631 23,600

機械、運搬具及び工具器具備品 43,241 43,026

土地 16,181 16,165

リース資産 531 488

建設仮勘定 646 628

減価償却累計額 △52,096 △52,096

有形固定資産合計 32,135 31,812

無形固定資産 436 472

投資その他の資産

投資有価証券 1,167 1,140

繰延税金資産 4,569 4,489

その他 2,378 2,358

貸倒引当金 △1,504 △1,495

投資その他の資産合計 6,611 6,492

固定資産合計 39,183 38,777

資産合計 106,948 106,653
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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)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 25,324 24,849

短期借入金 2,924 2,924

未払法人税等 1,714 837

未成工事受入金 282 325

賞与引当金 704 1,037

完成工事補償引当金 515 620

工事損失引当金 184 150

その他 4,172 5,002

流動負債合計 35,823 35,747

固定負債

長期借入金 5,984 5,953

繰延税金負債 106 93

再評価に係る繰延税金負債 3,447 3,440

退職給付引当金 11,440 11,293

役員退職慰労引当金 92 69

その他 147 130

固定負債合計 21,218 20,982

負債合計 57,041 56,730

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 38,625 38,646

自己株式 △10 △10

株主資本合計 45,956 45,977

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113 117

繰延ヘッジ損益 △0 －

土地再評価差額金 3,837 3,828

その他の包括利益累計額合計 3,950 3,945

純資産合計 49,907 49,923

負債純資産合計 106,948 106,653
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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 33,938 33,658

売上原価 29,465 29,606

売上総利益 4,473 4,051

販売費及び一般管理費 2,333 2,396

営業利益 2,140 1,655

営業外収益

受取配当金 14 28

貸倒引当金戻入額 － 28

雑収入 23 29

営業外収益合計 38 85

営業外費用

支払利息 37 28

売上債権売却損 10 1

雑支出 20 8

営業外費用合計 68 38

経常利益 2,110 1,703

特別利益

固定資産売却益 － 3

貸倒引当金戻入額 46 －

特別利益合計 46 3

特別損失

固定資産除却損 8 14

減損損失 1 16

投資有価証券評価損 － 33

ゴルフ会員権評価損 5 1

特別損失合計 15 65

税金等調整前四半期純利益 2,141 1,640

法人税、住民税及び事業税 993 764

法人税等調整額 △112 △76

法人税等合計 881 687

少数株主損益調整前四半期純利益 1,259 953

少数株主利益 18 －

四半期純利益 1,241 953
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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 1,259 953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △151 3

繰延ヘッジ損益 △8 0

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 －

その他の包括利益合計 △161 4

四半期包括利益 1,098 957

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,085 957

少数株主に係る四半期包括利益 12 －
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 該当事項はありません。 

  

 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 

 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） 

 
  

  

      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

(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

(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 24,850 6,225 31,075 2,582 33,658 ― 33,658

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

56 ― 56 1,185 1,241 △1,241 ―

計 24,906 6,225 31,131 3,767 34,899 △1,241 33,658

セグメント利益 
（経常利益）

1,302 216 1,519 147 1,667 36 1,703

（５）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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３．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22年４月１日自平成23年４月１日 比較増減  増減率 ％

区分 至平成22年６月30日至平成23年６月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 11,403 13,881 2,478 21.7

電気計装・システム 4,581 5,521 940 20.5

建設 8,819 7,859 △959 △10.9

計 24,804 27,263 2,459 9.9

操業 6,135 6,426 291 4.7

その他 2,030 2,089 59 2.9

合計 32,969 35,779 2,810 8.5

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22年４月１日自平成23年４月１日 比較増減  増減率 ％

区分 至平成22年６月30日至平成23年６月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 11,270 11,276 6 0.1

電気計装・システム 3,810 4,147 337 8.8

建設 7,598 6,742 △855 △11.3

計 22,678 22,166 △512 △2.3

操業 5,954 6,225 271 4.6

その他 2,030 2,089 59 2.9

合計 30,663 30,481 △182 △0.6

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22年４月１日自平成23年４月１日 比較増減  増減率 ％

区分 至平成22年６月30日至平成23年６月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 10,119 15,170 5,050 49.9

電気計装・システム 5,465 8,436 2,970 54.4

建設 12,808 12,238 △569 △4.5

計 28,393 35,844 7,451 26.2

操業 217 216 △1 △0.6

その他 ― ― ― ―

合計 28,611 36,061 7,450 26.0
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