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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 9,400 △23.1 160 △81.7 163 △80.6 93 △81.7

23年3月期第1四半期 12,218 17.8 874 131.6 841 137.6 510 158.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 74百万円 （△83.3％） 23年3月期第1四半期 447百万円 （―％）

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 14.74 2.78
23年3月期第1四半期 80.58 15.19

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 25,074 9,317 37.2
23年3月期 25,526 9,364 36.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,316百万円 23年3月期  9,363百万円

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  

※上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。なお、当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式の状況については、「種類株式
の配当の状況」をご覧下さい。 

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 ― 10.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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  
※通期の１株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、前期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当期純利益から控除し、算出しており
ます。 

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) 19,000 △14.8 370 △64.8 320 △68.1 170 △72.5 26.84
通期 39,000 △5.2 1,050 △20.6 980 △22.2 500 △33.1 69.79



(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 
 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
の業績は様々な要因により大きく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 7,220,950 株 23年3月期 7,220,950 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 887,985 株 23年3月期 887,838 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,333,072 株 23年3月期1Q 6,333,574 株



 

 

 
 

（百万円未満切捨て）  

（参考）個別業績の概要 

１．平成24年3月期第1四半期の個別業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

(1) 個別経営成績（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 8,522 △23.8 137 △83.6 190 △77.9 125 △76.7

23年3月期第1四半期 11,188 13.8 833 141.4 859 134.1 540 145.1

 

 
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 19.86 3.74

23年3月期第1四半期 85.35 16.09

 

(2) 個別財政状態 

 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 24,370 9,249 38.0

23年3月期 24,841 9,257 37.3

（参考）自己資本  24年3月期第1四半期  9,249 百万円  23年3月期 9,257 百万円 

 

２．平成24年3月期の個別業績予想（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） 17,800 △11.1 280 △69.2 280 △69.5 150 △73.6 23.69

通     期 36,500 △2.5 960 △15.9 900 △21.1 450 △33.4 61.90

（注）直近に公表されている業績予想（個別）からの修正の有無 ： 無 

  ※通期の1株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、前期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当

期純利益から控除し、算出しております。 

 

 

 

種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

○ Ｂ種株式（優先株式） 

 １株当たり配当金 

 
第1 

四半期末 

第2 

四半期末 

第3 

四半期末 
期末 合計 

   円  銭  厘    円  銭  厘   円  銭  厘   円  銭  厘   円  銭  厘

23年3月期     11 60 0  11 60 0 

24年3月期      

24年3月期（予想）    未定 未定 

（注）平成24年3月期の予想につきましては、配当年率が平成24年4月1日の日本円TIBOR（6ヶ月物）に1.00％を加えた率による

予定のため、現時点では未定とさせていただきます。 
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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、東日本大震災の影響により生産・輸出・消費活動が著しく低
下し、総じて低調に推移しました。足元においては、サプライチェーンの問題は緩和されてきているものの、円高
や復興対策の遅れ、電力供給不安は解消されず、景気の先行きに予断を許さない状況が続いております。  
 当社グループの関連するプラント業界におきましては、東日本大震災により、国内の製造設備を被災され、プラ
ント停止を余儀なくされていたお客様の生産活動に持ち直しの動きがみられましたが、設備投資の停滞、工事量の
減少、熾烈な価格競争等により、当社を取り巻く経営環境は、厳しい状況が継続いたしました。 
 このような状況下、当第1四半期連結累計期間の売上面につきましては、東日本大震災に伴う復旧対応工事も発
生いたしましたが、化学プラント、石油天然ガスプラント等の建設・保全工事が減少し、売上高は94億円（前年同
四半期比23.1％減）となりました。 
 また、損益面につきましては、事前工事計画の徹底や大型工事の工事管理の徹底による効率化やコストダウンを
推進し、収益性の向上に努めましたが、売上高の減少に伴い、営業利益は1億6千万円（前年同四半期比81.7％
減）、経常利益は1億6千3百万円（前年同四半期比80.6％減）、四半期純利益は9千3百万円（前年同四半期比
81.7％減）となりました。 
    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
    資産、負債及び純資産の状況 
     当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、250億7千4百万円で前連結会計年度末より4億5千2百万円減少しまし

た。減少の主な要因は、未成工事支出金が10億1千5百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金等が16
億1千6百万円減少したこと等によるものです。 

     負債合計は、157億5千6百万円で、前連結会計年度末より、4億5百万円減少しました。減少の主な要因は、支払
手形・工事未払金等が5億3千7百万円増加したものの、短期借入金が9億9千万円減少したこと等によるものです。

     純資産は、93億1千7百万円で前連結会計年度末より、4千6百万円減少しました。減少の主な要因は、利益 
    剰余金が2千8百万円減少したこと等によるものです。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 
    連結業績予想につきましては、平成23年5月12日の決算短信で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通 
   期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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：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 2,491,143 2,253,510 
受取手形・完成工事未収入金等 12,921,560 11,305,287 
有価証券 60,000 60,000 
未成工事支出金 1,308,776 2,324,122 
その他のたな卸資産 25,308 33,394 
繰延税金資産 53,187 51,390 
その他 95,359 515,216 
貸倒引当金 △5,953 △5,852 

流動資産合計 16,949,382 16,537,070 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,663,021 2,646,177 
機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 396,187 380,810 
土地 4,045,444 4,045,444 
建設仮勘定 － 7,163 
その他（純額） 62,615 66,778 
有形固定資産合計 7,167,269 7,146,374 

無形固定資産 304,900 285,936 
投資その他の資産   
投資有価証券 378,018 359,226 
長期貸付金 35,191 33,497 
繰延税金資産 367,240 378,323 
その他 324,472 334,024 
投資その他の資産合計 1,104,922 1,105,071 

固定資産合計 8,577,092 8,537,382 

資産合計 25,526,475 25,074,453 
負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金等 6,542,942 7,080,420 
短期借入金 5,746,000 4,756,000 
未払法人税等 156,562 95,443 
未成工事受入金 591,698 532,605 
完成工事補償引当金 1,870 1,950 
事業整理損失引当金 36,970 35,346 
その他 1,011,753 1,209,749 
流動負債合計 14,087,797 13,711,516 

固定負債   
長期借入金 171,000 152,000 
再評価に係る繰延税金負債 797,701 797,701 
退職給付引当金 921,386 931,389 
その他 184,267 164,227 
固定負債合計 2,074,355 2,045,318 

負債合計 16,162,152 15,756,834 
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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) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,642,350 3,642,350 
資本剰余金 51 51 
利益剰余金 6,887,916 6,859,916 
自己株式 △23,078 △23,122 

株主資本合計 10,507,239 10,479,196 
その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 21,158 9,476 
土地再評価差額金 △713,473 △713,473 
為替換算調整勘定 △451,587 △458,551 

その他の包括利益累計額合計 △1,143,902 △1,162,548 

少数株主持分 985 971 
純資産合計 9,364,323 9,317,618 

負債純資産合計 25,526,475 25,074,453 
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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 12,218,636 9,400,124 
完成工事原価 10,720,537 8,604,958 
完成工事総利益 1,498,099 795,165 
販売費及び一般管理費 623,793 634,882 
営業利益 874,305 160,283 

営業外収益   
受取利息 70 52 
受取配当金 6,441 3,610 
受取賃貸料 6,963 6,757 
助成金収入 19,466 18,072 
その他 22,256 14,029 
営業外収益合計 55,197 42,520 

営業外費用   
支払利息 23,554 19,850 
売上債権売却損 13,925 10,898 
為替差損 5,619 2,727 
追悼式典費用 38,277 － 
その他 6,637 5,989 
営業外費用合計 88,014 39,465 

経常利益 841,488 163,338 
特別利益   
固定資産売却益 75 － 

特別利益合計 75 － 

特別損失   
固定資産除却損 279 1,439 
特別損失合計 279 1,439 

税金等調整前四半期純利益 841,284 161,899 
法人税、住民税及び事業税 162,449 69,923 
法人税等調整額 168,468 △1,367 

法人税等合計 330,918 68,556 

少数株主損益調整前四半期純利益 510,365 93,343 
少数株主利益 17 12 
四半期純利益 510,348 93,330 
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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 510,365 93,343 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △13,522 △11,681 
為替換算調整勘定 △48,940 △6,971 

その他の包括利益合計 △62,463 △18,653 

四半期包括利益 447,902 74,690 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 447,936 74,685 
少数株主に係る四半期包括利益 △34 4 

㈱高田工業所（1966）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

-6-



 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）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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