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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 8,318 △30.8 71 △90.4 103 △86.7 △159 ―
23年3月期第1四半期 12,020 45.7 747 84.7 777 118.2 232 △58.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △158百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △244百万円 （―％）

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 △1.32 ―
23年3月期第1四半期 1.93 ―

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 52,288 28,976 55.2 239.69
23年3月期 53,056 29,738 55.8 246.04
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  28,866百万円 23年3月期  29,631百万円

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 ― 4.00 4.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 19,100 △24.9 500 △71.7 470 △71.4 80 ― 0.66
通期 45,300 △7.0 1,830 △29.3 1,790 △22.4 780 393.2 6.48



(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
半期連結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、業績予想に関する事項は添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さ
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 138,730,741 株 23年3月期 138,730,741 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 18,299,724 株 23年3月期 18,296,027 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 120,432,239 株 23年3月期1Q 120,466,385 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（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）の連結業績は、機械・プラント事業

の国内及び物流システム事業における大型案件の減少により、売上高は83億１千８百万円（前年同四半期比30.8％

減）となりました。営業利益は主に物流システム事業における受注の低迷や好採算案件の減少により７千１百万円

（同90.4％減）、経常利益は１億３百万円（同86.7％減）、また四半期純損失は１億５千９百万円（前年同四半期

は四半期純利益２億３千２百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は次の通りであります。 

  

・機械・プラント事業 

既受注の海外の大型ＬＮＧ案件等は着実に推移しておりますが、国内案件が端境期を迎えたことにより当事業の売

上高は54億４千２百万円（前年同四半期比15.8％減）となりました。また、海外の好採算案件の減少に伴い、営業

利益は５億２千１百万円（同34.7％減）となりました。 

  

・物流システム事業 

生協向けピッキングシステム・空港向け手荷物搬送設備など工事進行中の案件及び東日本大震災の復旧工事完了案

件が売上計上されましたが、前期の受注低迷が影響して売上高は19億１千７百万円（前年同四半期比58.3％減）と

なりました。また、厳しい受注状況下での好採算案件の減少に加えて不採算案件の発生により、営業損失は５億３

千２百万円（前年同四半期は営業損失１億１千２百万円）となりました。 

  

・建築事業 

注力している老人福祉施設及び物流センターの新築工事が順調に売上計上されましたが、賃貸用共同住宅工事分野

の業績低迷により収益確保が厳しい事業環境となっております。この結果、当事業の売上高は３億９千４百万円

（前年同四半期比4.4％増）、営業利益は０百万円（同97.5％減）となりました。 

  

・その他 

上記に属さないその他の売上高は５億６千３百万円（前年同四半期比1.3％減）、営業利益は１億２千９百万円

（同11.6％増）となりました。 

   

（２）連結業績予想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業績の進捗状況、及び今後の経済環境等の見通しを勘案し、平成23年５月12日

に公表致しました平成24年３月期の第２四半期連結累計期間、及び通期の業績予想を修正しております。詳しくは

本日（平成23年８月９日）公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、今後何らかの要因により業績予想を見直す必要が生じた場合は、速やかに開示致します。 

  

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：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 7,771 7,187

受取手形及び売掛金 11,630 9,571

有価証券 3,999 5,999

リース投資資産 2,462 2,353

商品及び製品 1 1

原材料及び貯蔵品 584 650

仕掛品 6,793 6,565

繰延税金資産 147 203

その他 566 930

貸倒引当金 △166 △144

流動資産合計 33,792 33,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,333 2,301

機械装置及び運搬具（純額） 1,040 988

工具、器具及び備品（純額） 204 215

土地 8,914 8,924

建設仮勘定 53 40

有形固定資産合計 12,545 12,470

無形固定資産 281 263

投資その他の資産   

投資有価証券 5,199 5,010

繰延税金資産 395 440

その他 1,165 1,113

貸倒引当金 △324 △329

投資その他の資産合計 6,437 6,235

固定資産合計 19,264 18,969

資産合計 53,056 52,288
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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   

支払手形及び買掛金 2,224 1,766

短期借入金 1,381 1,352

1年内返済予定の長期借入金 3,221 3,113

未払費用 3,987 3,161

未払法人税等 587 341

前受金 6,790 6,483

リース債務 160 138

賞与引当金 240 －

受注損失引当金 304 254

完成工事補償引当金 228 304

その他 456 2,657

流動負債合計 19,582 19,574

固定負債   

長期借入金 600 600

リース債務 204 186

繰延税金負債 65 64

再評価に係る繰延税金負債 2,174 2,174

退職給付引当金 302 324

資産除去債務 298 298

その他 90 90

固定負債合計 3,734 3,737

負債合計 23,317 23,312

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,580 18,580

資本剰余金 1,104 1,104

利益剰余金 13,271 12,508

自己株式 △3,750 △3,751

株主資本合計 29,204 28,441

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 118 50

繰延ヘッジ損益 △5 1

土地再評価差額金 792 792

為替換算調整勘定 △477 △418

その他の包括利益累計額合計 426 425

少数株主持分 107 110

純資産合計 29,738 28,976

負債純資産合計 53,056 52,288
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 12,020 8,318

売上原価 10,236 7,327

売上総利益 1,783 990

販売費及び一般管理費 1,036 919

営業利益 747 71

営業外収益   

受取利息 7 7

受取配当金 116 106

株式割当益 44 －

その他 32 15

営業外収益合計 200 129

営業外費用   

支払利息 7 4

持分法による投資損失 60 70

為替差損 97 16

その他 4 6

営業外費用合計 169 96

経常利益 777 103

特別利益   

固定資産売却益 7 －

投資有価証券売却益 － 3

事業譲渡益 23 －

貸倒引当金戻入額 20 －

特別利益合計 51 3

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 298 －

その他 0 0

特別損失合計 298 0

税金等調整前四半期純利益 530 106

法人税、住民税及び事業税 433 323

法人税等調整額 △135 △55

法人税等合計 298 267

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（△）

232 △160

少数株主損失（△） △0 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 232 △159

少数株主損失（△） △0 △1

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（△）

232 △160

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △548 △67

繰延ヘッジ損益 0 1

為替換算調整勘定 76 63

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 5

その他の包括利益合計 △477 2

四半期包括利益 △244 △158

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △250 △160

少数株主に係る四半期包括利益 5 2
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 該当事項はありません。  

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） 

１．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は、不動産賃貸業、リース業等を含んでおります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、総務部門等管理部門に係る費用であります。 

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） 

１．報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）「その他」の区分は、不動産賃貸業、リース業等を含んでおります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない、総務部門等管理部門に係る費用であります。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 

（百万円） 
（注） 

調整額 
（百万円） 

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額 
（百万円）

機械・プラ
ント事業 
（百万円） 

物流システ
ム事業 

（百万円）

建築事業
（百万円）

計 
（百万円）

売上高               

外部顧客への売上高  6,466  4,604  378  11,449  571  －  12,020

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  6,466  4,604  378  11,449  571  －  12,020

セグメント利益    

又は損失（△） 
 797  △112  7  693  116  △62  747

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  693

「その他」の区分の利益  116

全社費用（注）  △63

その他の調整額  0

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益  747

  

報告セグメント 
その他 

（百万円） 
（注） 

調整額 
（百万円） 

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額 
（百万円）

機械・プラ
ント事業 
（百万円） 

物流システ
ム事業 

（百万円）

建築事業
（百万円）

計 
（百万円）

売上高               

外部顧客への売上高  5,442  1,917  394  7,755  563  －  8,318

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  174  △174  －

計  5,442  1,917  394  7,755  737  △174  8,318

セグメント利益    

又は損失（△） 
 521  △532  0  △11  129  △47  71

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計  △11

「その他」の区分の利益  129

全社費用（注）  △47

その他の調整額  0

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益  71
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 該当事項はありません。  

  

（１）受注の状況 

 （ ）内は内数であって、海外受注高を示しております。 

（２）受注残高の状況 

 （ ）内は内数であって、海外受注残高を示しております。  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

３．補足情報

事業の種類別セグメント 

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） 

増減 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

機械・プラント事業 
 3,726  51.9  8,734  73.9  5,007  134.4

 (1,856)  (25.9)  (4,990)  (42.2)  (3,133)  (168.8)

物流システム事業 
 2,825  39.4  2,924  24.7  98  3.5

 (260)  (3.6)  (1)  (0.0)  (△258)  (△99.2)

建築事業 
 624  8.7  166  1.4  △458  △73.4

(－) (－) (－) (－) (－) (－) 

合計 
 7,177  100.0  11,825  100.0  4,648  64.8

 (2,117)  (29.5)  (4,992)  (42.2)  (2,875)  (135.8)

事業の種類別セグメント 

前連結会計年度末 
（平成23年３月31日現在） 

当第１四半期連結会計期間末
（平成23年６月30日現在） 

増減 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

機械・プラント事業 
 43,791  86.2  47,083  85.8  3,292  7.5

 (21,510)  (42.3)  (24,361)  (44.3)  (2,851)  (13.3)

物流システム事業 
 5,143  10.1  6,149  11.2  1,006  19.6

 (226)  (0.5)  (193)  (0.4)  (△32)  (△14.4)

建築事業 
 1,872  3.7  1,643  3.0  △228  △12.2

(－) (－) (－) (－) (－) (－) 

合計 
 50,806  100.0  54,876  100.0  4,070  8.0

 (21,736)  (42.8)  (24,555)  (44.7)  (2,818)  (13.0)
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