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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 10,217 △4.5 431 △29.1 507 △16.1 264 △9.7
23年3月期第1四半期 10,694 △15.3 608 △39.5 605 △42.5 292 △52.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 226百万円 （10.6％） 23年3月期第1四半期 204百万円 （―％）

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 5.72 ―
23年3月期第1四半期 6.33 ―

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 60,922 26,394 43.0 566.05
23年3月期 57,983 27,302 46.9 588.35
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  26,168百万円 23年3月期  27,199百万円

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 ― 25.00 25.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 25.00 25.00

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) 45,000 7.6 3,400 △3.7 3,450 △1.6 1,850 △5.4 40.02
通期 90,000 13.5 6,700 13.0 6,800 14.0 3,650 12.4 78.95



(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きの対象外であり、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き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 
・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、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、実際の数値は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 46,310,892 株 23年3月期 46,310,892 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 80,449 株 23年3月期 80,382 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 46,230,488 株 23年3月期1Q 46,231,151 株
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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 
 
当第１四半期連結会計期間（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 6 月 30 日）におけるわが国経済

は、東日本大震災が日本の経済活動に大きな影響を及ぼし、製造業の生産活動の停止、サプライ
チェーンの寸断、電力供給の不足といった事態を招きました。 
現在は工場やサプライチェーンの復旧が進み、製造業も生産の回復に向け目処が立ちつつあり

ますが、一方で地震の影響による個人消費の落ち込み、原油価格の高騰、円高の進行など依然と
して予断を許さない状況が続いております。 
また、当社グループを取り巻く事業環境につきましては、顧客のメンテナンスや設備投資の抑

制により、引き続き厳しい状況が続いております。当第１四半期における当社グループは、震災
により打撃を受けた東北・関東地方における顧客の生産活動再開と製品の供給体制回復に向けた
設備の早期復旧に最優先で対応してまいりました。 
当第１四半期における業績につきましては、受注高は前年同期比 6.4％増の 193 億 7 千万円と

なり、完成工事高は前年同期比 4.5％減の 102 億 1 千 7 百万円となりました。また、経常利益は 5
億 7 百万円（前年同期比 16.1%減）、四半期純利益は 2 億 6 千 4 百万円（前年同期比 9.7％減）と
なっております。  
なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として春期は仕掛工事が多いため、第 1

四半期連結会計期間は他の四半期連結会計期間と比較して少なくなる傾向にあります。 
 
受注高の工事種類別内訳 

（単位：百万円） 

受 注 高 平成 23 年 3 月期
第 1 四半期 

平成 24 年 3 月期
第 1 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事  4,768 5,103  334  7.0％
定期修理工事  8,947 9,190 243  2.7％
改造･改修工事  4,034 4,898  864 21.4％

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 453 178  △275 △60.7％

合 計  18,203 19,370  1,166  6.4％
 
完成工事高の工事種類別内訳 

（単位：百万円） 

完成工事高 平成 23 年 3 月期
第 1 四半期 

平成 24 年 3 月期
第 1 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事  3,504 4,036  531  15.2％
定期修理工事  3,221 2,103 △1,117 △34.7％
改造･改修工事  3,021 2,892  △129 △4.3％

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 891 1,134 242 27.2％

その他 54 51 △3 △6.6%
合 計  10,694 10,217  △477  △4.5％

※その他は、不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 
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(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、前連結会計年度末より 29 億 3 千 8 百万円増

加し期末残高は 609 億 2 千 2 百万円となりました。この主な理由は、仕掛工事の増加に伴う資金
需要及び税金、配当金の支払いにより現金及び預金が 27 億 4 千 8 百万円、工事代金回収により
受取手形・完成工事未収入金が 50 億 4 千 7 百万円それぞれ減少したものの、期末仕掛工事の増
加による未成工事支出金が 115 億 2 千 5 百万円増加したことによるものであります。 
負債合計は、前連結会計年度末より 38 億 4 千 6 百万円増加し期末残高は 345 億 2 千 7 百万円

となりました。この主な理由は、期末仕掛工事増加による支払手形・工事未払金が 21 億 1 千 6
百万円、未成工事受入金が 12 億 8 千 2 百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末より 9 億 8 百万円減少し期末残高は 263 億 9 千 4 百万円とな
りました。この主な理由は、配当金等の支払いにより利益剰余金が 9 億 9 千 9 百万円減少したこ
と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 
 
平成 24 年 3 月期の業績予想につきましては、平成 23 年 5 月 9 日に公表しました「平成 23 年

3 月期 決算短信」における業績予想に変更はありません。 
また、業績予想には、東日本大震災の影響として、現時点で判明した事項を考慮しております。

しかしながら、顧客各社における復興計画の進捗に伴い業績予想に大きな影響が見込まれる場合
には、速やかに開示いたします。 
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2. サマリー情報(その他)に関する事項 
 
(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
 
当第１四半期連結会計期間より、池田機工株式会社及び東海工機株式会社については、重要性が

増加したため、連結の範囲に含めております。 
 
(２) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 
該当事項はありません。 

 
(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 
該当事項はありません。 

 
【追加情報】 
 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会
計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日）及
び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号
平成 21 年 12 月４日）を適用しております。 
 
 
 
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
 
該当事項はありません。 
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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：千円)

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 12,931,818 10,183,351

受取手形・完成工事未収入金 17,747,798 12,700,700

有価証券 2,999,375 1,999,711

未成工事支出金 5,719,998 17,245,746

繰延税金資産 500,793 653,143

その他 245,617 886,579

貸倒引当金 △1,350 △6,923

流動資産合計 40,144,051 43,662,311

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,487,603 3,607,053

土地 7,030,151 7,225,602

その他（純額） 633,421 660,081

有形固定資産合計 11,151,177 11,492,737

無形固定資産 308,426 290,761

投資その他の資産

投資有価証券 3,907,193 3,562,189

前払年金費用 1,610,986 1,464,274

長期前払費用 21,400 20,588

繰延税金資産 51,457 59,762

その他 847,890 427,483

貸倒引当金 △59,100 △58,029

投資その他の資産合計 6,379,828 5,476,269

固定資産合計 17,839,432 17,259,768

資産合計 57,983,483 60,922,079
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(単位：千円)

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 24,055,257 26,172,111

短期借入金 45,325 597,543

未払法人税等 1,094,027 443,764

未成工事受入金 1,886,820 3,169,035

工事損失引当金 115,560 －

完成工事補償引当金 22,300 22,100

賞与引当金 779,992 311,861

役員賞与引当金 82,600 7,500

その他 1,489,121 2,687,234

流動負債合計 29,571,005 33,411,151

固定負債

長期借入金 － 100,114

繰延税金負債 699,170 639,117

退職給付引当金 44,802 65,569

役員退職慰労引当金 250,061 196,001

その他 116,014 116,020

固定負債合計 1,110,048 1,116,822

負債合計 30,681,053 34,527,974

純資産の部

株主資本

資本金 2,754,473 2,754,473

資本剰余金 1,688,884 1,688,884

利益剰余金 22,589,901 21,590,569

自己株式 △37,107 △37,162

株主資本合計 26,996,150 25,996,764

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 204,691 174,496

為替換算調整勘定 △1,236 △2,699

その他の包括利益累計額合計 203,455 171,796

少数株主持分 102,824 225,543

純資産合計 27,302,430 26,394,105

負債純資産合計 57,983,483 60,922,079
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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：千円)

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)

完成工事高 10,694,664 10,217,519

完成工事原価 9,316,621 8,955,966

完成工事総利益 1,378,043 1,261,552

販売費及び一般管理費 769,585 830,228

営業利益 608,457 431,324

営業外収益

受取利息 7,392 6,877

受取配当金 29,499 37,099

受取賃貸料 38,022 43,453

その他 6,777 19,254

営業外収益合計 81,692 106,686

営業外費用

支払利息 1,042 3,669

売上割引 29,214 18,514

為替差損 31,899 －

その他 22,977 8,234

営業外費用合計 85,133 30,418

経常利益 605,016 507,592

特別利益

固定資産売却益 － 193

貸倒引当金戻入額 5,398 －

その他 － 1,460

特別利益合計 5,398 1,654

特別損失

固定資産除却損 340 1,581

投資有価証券評価損 － 2,408

ゴルフクラブ入会金評価損 1,350 1,512

その他 13 －

特別損失合計 1,704 5,502

税金等調整前四半期純利益 608,710 503,744

法人税、住民税及び事業税 416,983 430,207

法人税等調整額 △103,128 △185,871

法人税等合計 313,855 244,335

少数株主損益調整前四半期純利益 294,854 259,409

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,154 △4,881

四半期純利益 292,699 264,290
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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：千円)

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 294,854 259,409

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △86,700 △31,522

為替換算調整勘定 △3,461 △1,463

その他の包括利益合計 △90,162 △32,985

四半期包括利益 204,691 226,423

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 202,289 232,632

少数株主に係る四半期包括利益 2,402 △6,208
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

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） 

当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの業績におけ

る「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」には当社のビル管

理・保守営繕が含まれております。 

  

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） 

当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの業績におけ

る「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」は不動産の賃貸、保

険代理店業務などであります。 

  

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

（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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