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(百万円未満切捨て)

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）

（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 71,123 0.8 4,764 △15.1 4,819 △13.7 2,765 △39.9

23年3月期第2四半期 70,581 △16.9 5,613 △33.3 5,584 △32.6 4,604 3.9

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 2,676百万円(△39.9％) 23年3月期第2四半期 4,451百万円( ― ％)

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 35 .58 ―
23年3月期第2四半期 58 .70 ―

（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2四半期 107,303 50,436 47.0

   23年3月期 106,948 49,907 46.7

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 50,436百万円 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、対前期増減率)

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

通   期 143,000 0.4 7,500 △24.3 7,500 △24.1 4,200 △43.4 55 .96

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 

・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。 

  

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2Ｑ 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2Ｑ 3,281,847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2Ｑ 77,726,695株 23年3月期2Ｑ 78,435,542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２四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が継続しまし

た。その後、サプライチェーン復旧に伴い生産や輸出に持ち直しの兆しが見られたものの、不安定な海

外経済情勢や、歴史的な円高水準の継続により大きな影響を受けることとなりました。 

  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る製造業を中心

とした生産活動の落ち込み、継続する円高による需要家の海外生産拠点シフト等を受けて鉄鋼需要が減

少し、全国粗鋼生産は、前年度下期に対し減少となりました。 

  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するとともに、プロジェクトの施工方法の改善や施工要員の効

率的配置等、収益改善に傾注いたしました。また、東日本大震災で被災されたお客様に対しては、設

備、建物等の早期復旧および本格的な稼働に向けた支援に努めてまいりました。 

  その結果、受注高につきましては、73,134百万円（前年同期比1.6％減）、売上高につきましては

71,123百万円（同0.8％増）となり、それぞれ前年同期と同水準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4,764百万円（同15.1％減）、経常利益4,819

百万円（同13.7％減）となりました。四半期純利益は、前年同期において計上した負ののれん発生益が

なくなったこと等により、2,765百万円（同39.9％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２四半期のセグメント別業績概況） 

 
※当第２四半期：４月１日～９月30日の６ヶ月累計 

  

（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２四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55,114百万

円、売上高53,319百万円となりました。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3,914百万円となりました。 

（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、受注高12,762

百万円、売上高12,731百万円、経常利益469百万円を確保いたしました。 

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 55,114 53,319 3,914

操業 12,762 12,731 469

その他 7,886 7,657 398

合計 75,762 73,708 4,782

調整額 (2,628) (2,585) 37

四半期連結損益計算書計上額 73,134 71,123 4,819
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通期業績につきましては、平成23年10月18日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」により修正し

ており、次の通りであります。 

（単位：百万円） 

 
(業績修正の主な要因) 

通期業績予想につきましては、受注環境の悪化、及び競争激化に伴う利益率の低下、発注単価の低下

等の懸念材料はありますが、第２四半期累計期間の業績を踏まえ、上方修正しております。 

（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) 143,000 7,500 7,500 4,200

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

現金預金 824 2,789

預け金 2,547 2,280

受取手形・完成工事未収入金等 54,363 53,263

未成工事支出金 2,913 3,105

その他のたな卸資産 4,469 4,430

繰延税金資産 801 1,014

その他 1,883 1,631

貸倒引当金 △37 △21

流動資産合計 67,765 68,494

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,631 23,649

機械、運搬具及び工具器具備品 43,241 42,781

土地 16,181 16,085

リース資産 531 461

建設仮勘定 646 1,066

減価償却累計額 △52,096 △52,142

有形固定資産合計 32,135 31,903

無形固定資産 436 529

投資その他の資産

投資有価証券 1,167 1,010

繰延税金資産 4,569 4,537

その他 2,378 2,340

貸倒引当金 △1,504 △1,511

投資その他の資産合計 6,611 6,376

固定資産合計 39,183 38,809

資産合計 106,948 107,303
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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 25,324 25,614

短期借入金 2,924 4,024

未払法人税等 1,714 2,272

未成工事受入金 282 528

賞与引当金 704 1,197

完成工事補償引当金 515 497

工事損失引当金 184 152

その他 4,172 3,600

流動負債合計 35,823 37,888

固定負債

長期借入金 5,984 4,022

繰延税金負債 106 81

再評価に係る繰延税金負債 3,447 3,410

退職給付引当金 11,440 11,256

役員退職慰労引当金 92 77

その他 147 131

固定負債合計 21,218 18,978

負債合計 57,041 56,866

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 40,504

自己株式 △10 △1,216

株主資本合計 45,956 46,629

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 113 23

繰延ヘッジ損益 △0 △0

土地再評価差額金 3,837 3,783

その他の包括利益累計額合計 3,950 3,807

純資産合計 49,907 50,436

負債純資産合計 106,948 107,303
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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２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

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 70,581 71,123

売上原価 60,406 61,543

売上総利益 10,175 9,580

販売費及び一般管理費 4,561 4,816

営業利益 5,613 4,764

営業外収益

受取利息 3 1

受取配当金 18 30

受取補償金 11 8

雑収入 55 89

営業外収益合計 88 129

営業外費用

支払利息 72 58

売上債権売却損 19 6

雑支出 25 8

営業外費用合計 118 74

経常利益 5,584 4,819

特別利益

固定資産売却益 2 22

投資有価証券売却益 － 22

負ののれん発生益 1,377 －

貸倒引当金戻入額 52 －

特別利益合計 1,432 45

特別損失

固定資産除却損 19 24

減損損失 1 86

ゴルフ会員権評価損 6 7

特別損失合計 27 117

税金等調整前四半期純利益 6,988 4,747

法人税、住民税及び事業税 2,164 2,165

法人税等調整額 173 △183

法人税等合計 2,338 1,981

少数株主損益調整前四半期純利益 4,650 2,765

少数株主利益 46 －

四半期純利益 4,604 2,765
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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：百万円)

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 4,650 2,765

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △192 △89

繰延ヘッジ損益 △4 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 △199 △88

四半期包括利益 4,451 2,676

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,416 2,676

少数株主に係る四半期包括利益 34 －
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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） 

 
  

  

当社は、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、 

当第２四半期連結累計期間において自己株式の取得を行い、この取得により自己株式が1,206百万円

（3,251,000株）増加しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(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 53,221 12,232 65,454 5,126 70,581 ― 70,581

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

55 ― 55 2,583 2,639 △2,639 ―

計 53,277 12,232 65,510 7,710 73,220 △2,639 70,581

セグメント利益 
（経常利益）

4,504 510 5,014 184 5,199 385 5,584

(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 53,106 12,731 65,838 5,285 71,123 ― 71,123

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

212 ― 212 2,372 2,585 △2,585 ―

計 53,319 12,731 66,051 7,657 73,708 △2,585 71,123

セグメント利益 
（経常利益）

3,914 469 4,383 398 4,782 37 4,819

（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２四半期

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９月30日至平成23年９月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 22,970 23,352 382 1.7

電気計装・システム 9,159 9,656 497 5.4

建設 18,468 15,522 △2,946 △16.0

計 50,597 48,531 △2,066 △4.1

操業 12,225 12,762 537 4.4

その他 4,042 4,360 317 7.9

合計 66,866 65,654 △1,211 △1.8

②売上高 (単位：百万円)

事業年度 前年同期 当第２四半期

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９月30日至平成23年９月30日

エンジ
ニアリ
ング

機械 22,363 22,403 39 0.2

電気計装・システム 8,129 9,357 1,227 15.1

建設 16,751 15,466 △1,284 △7.7

計 47,244 47,226 △17 △0.0

操業 12,232 12,731 499 4.1

その他 4,042 4,360 317 7.9

合計 63,520 64,319 799 1.3

③繰越高 (単位：百万円)

事業年度

前年同期末
平成22年９月30日

当第２四半期末
平成23年９月30日

比較増減  増減率(％)

区分

エンジ
ニアリ
ング

機械 10,593 13,513 2,920 27.6

電気計装・システム 5,723 7,361 1,637 28.6

建設 13,305 11,177 △2,128 △16.0

計 29,621 32,051 2,430 8.2

操業 29 46 17 58.3

その他 ― ― ― ―

合計 29,651 32,098 2,447 8.3
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