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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 9,381 △1.1 △85 ― △72 ― △68 ―

23年3月期第2四半期 9,482 △7.0 28 △93.7 31 △93.4 6 △97.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △105百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △28百万円 （―％）

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2四半期 △12.88 ―

23年3月期第2四半期 1.23 ―

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2四半期 17,413 9,148 52.5 1,709.80
23年3月期 16,886 9,334 55.3 1,744.47

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  9,148百万円 23年3月期  9,334百万円

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 ― 15.00 15.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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、対前期増減率）

（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

通期 21,000 3.3 470 105.1 550 133.9 250 119.8 46.72



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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ますが、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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成23年５月13日発表の通期連結業績予想は修正しておりません。上記予想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、
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項については、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

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2Q 5,364,000 株 23年3月期 5,364,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 13,120 株 23年3月期 13,120 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 5,350,880 株 23年3月期2Q 5,350,880 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により停滞を余儀なくされた生産活動は徐々に

回復基調にあるものの、電力供給問題、円高・株安の進行、欧州の金融不安がもたらす世界的な景気減速懸念など

もあり、先行きは依然として不透明な状況で推移しました。 

 設備工事業界におきましては、電力供給問題、円高等から製造業の海外シフトが加速し、国内の設備投資は低調

に推移しました。 

 このような状況下で当社グループは、受注の確保・拡大を図ってまいりましたが、国内の設備工事事業、タイ国

の表面処理事業とも顧客の設備投資の抑制、一時的な生産停滞の影響を受け、受注高は 百万円（前年同期 

比 %減）と前年同期並みに止まりました。売上高も 百万円（同 %減）と前年同期並みとなりました。  

 利益面につきましては、全般的に競争激化に伴う利益率の低下に加え、不採算工事の発生により売上総利益が 

前年同期に比べ大きく減少したため、営業損失 百万円（前年同期は営業利益 百万円）、経常損失 百万円（前

年同期は経常利益 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同期は四半期純利益 百万円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加しまし 

た。 

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万 

円増加しました。主に未成工事支出金等の増加によるものであります。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円 

増加しました。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円

増加しました。主に支払手形・工事未払金等の増加によるものであります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円 

減少しました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減

少しました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％から ％となりました。 

  

  

（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、設備工事事業、表面処理事業、その他の事業とも、受注高は現在まで概ね予定通り推

移しており、平成23年5月13日発表の業績予想（決算短信）の変更はありません。 

 (注）上記予想は、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、実際の業績は今 

       後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

12,012

0.9 9,381 1.1

85 28 72

31 68 6

17,413 526

12,537 504

4,875 22

7,026 757

1,237 45

9,148 185

55.3 52.5



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（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。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,087,265 2,117,679

受取手形・完成工事未収入金等 7,800,858 8,791,300

未成工事支出金 302,846 1,112,763

その他のたな卸資産 127,513 170,603

繰延税金資産 234,679 258,679

その他 483,498 87,512

貸倒引当金 △3,065 △866

流動資産合計 12,033,596 12,537,672

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,959,724 3,958,633

機械、運搬具及び工具器具備品 2,032,059 2,024,835

土地 1,452,819 1,450,915

リース資産 68,828 95,888

建設仮勘定 10,788 98,258

減価償却累計額 △3,557,119 △3,668,322

有形固定資産合計 3,967,100 3,960,208

無形固定資産 91,804 103,625

投資その他の資産   

投資有価証券 420,252 427,843

繰延税金資産 281,560 284,856

その他 93,666 99,034

貸倒引当金 △1,223 －

投資その他の資産合計 794,256 811,733

固定資産合計 4,853,161 4,875,568

資産合計 16,886,757 17,413,240



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,097,201 3,509,833

短期借入金 1,340,000 1,540,000

リース債務 13,154 18,717

未払金 906,550 1,019,375

未払費用 253,016 263,084

未払法人税等 19,406 23,291

未成工事受入金 31,982 188,804

完成工事補償引当金 19,271 19,168

工事損失引当金 9,000 1,500

賞与引当金 522,769 417,011

役員賞与引当金 31,000 －

その他 25,311 25,678

流動負債合計 6,268,664 7,026,464

固定負債   

長期借入金 350,000 280,000

リース債務 36,209 51,226

退職給付引当金 665,107 668,838

役員退職慰労引当金 232,310 237,782

固定負債合計 1,283,627 1,237,847

負債合計 7,552,291 8,264,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,320 885,320

資本剰余金 1,475,320 1,475,320

利益剰余金 7,323,307 7,174,146

自己株式 △6,485 △6,485

株主資本合計 9,677,461 9,528,301

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,368 27,645

為替換算調整勘定 △371,364 △407,017

その他の包括利益累計額合計 △342,995 △379,372

純資産合計 9,334,465 9,148,928

負債純資産合計 16,886,757 17,413,240



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 9,482,248 9,381,577

売上原価 8,340,395 8,388,127

売上総利益 1,141,853 993,449

販売費及び一般管理費 1,113,043 1,078,932

営業利益又は営業損失（△） 28,809 △85,482

営業外収益   

受取利息 389 863

受取配当金 3,873 2,856

受取地代家賃 15,479 15,680

その他 8,142 16,513

営業外収益合計 27,884 35,913

営業外費用   

支払利息 10,989 8,313

債権売却損 2,804 －

コミットメントフィー 5,260 5,260

投資有価証券評価損 5,995 9,060

その他 585 285

営業外費用合計 25,634 22,919

経常利益又は経常損失（△） 31,059 △72,488

特別利益   

貸倒引当金戻入額 49 －

固定資産売却益 26 511

投資有価証券売却益 12,909 5,412

特別利益合計 12,985 5,924

特別損失   

固定資産処分損 333 726

固定資産売却損 388 14

投資有価証券評価損 － 16,329

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,019 －

その他 326 80

特別損失合計 10,067 17,150

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（△）

33,976 △83,714

法人税等 27,388 △14,817

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（△）

6,588 △68,897

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,588 △68,897



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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（△）

6,588 △68,897

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,555 △723

為替換算調整勘定 △16,914 △35,653

その他の包括利益合計 △35,469 △36,376

四半期包括利益 △28,881 △105,273

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △28,881 △105,273

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

「参考資料」  

（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

４．補足情報

     受注の状況 （単位：千円）

区分 
前年同四半期 

（平成23年３月期 
  第２四半期） 

第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日  
 至 平成23年９月30日)

増減 増減率％ 

 設備工事事業   

   産業プラント設備工事 4,686,111  4,557,782

 

 △128,329  △2.7

      設備保全工事  2,825,527  2,989,431  163,903  5.8

      電気計装工事  2,485,223  2,460,062  △25,161  △1.0

      送電工事  818,620  889,710  71,089  8.7

      管工事  732,141  588,674  △143,467  △19.6

 小計  11,547,625  11,485,661  △61,964  △0.5

 表面処理事業  391,482  354,826  △36,656  △9.4

 その他（鋳造用工業炉）  184,572  171,852  △12,720  △6.9

合計  12,123,681  12,012,339  △111,341  △0.9
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