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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 43,906 5.0 3,363 △4.7 3,399 △3.1 1,882 △3.7
23年3月期第2四半期 41,821 △15.6 3,530 △29.6 3,507 △30.5 1,954 △32.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,731百万円 （△10.6％） 23年3月期第2四半期 1,937百万円 （―％）

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 40.72 ―
23年3月期第2四半期 42.28 ―

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 68,199 27,899 40.5 597.10
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2四半期  27,604百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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 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2Q 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2Q 80,583 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2Q 46,230,426 株 23年3月期2Q 46,231,022 株
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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 
 
当第 2 四半期連結累計期間（平成 23 年４月１日～平成 23 年 9 月 30 日）におけるわが国経済

は、3 月に発生した東日本大震災による大きな影響を受け、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いたものの、第 2 四半期に入り停滞していた
生産活動に本格的な回復の気配も見られました。しかしながら、急激な円高の進行、欧州におけ
る財政問題を発端とした信用不安、米国の景気低迷などによる世界経済の減速懸念に加え、国内
企業の生産拠点の海外シフトの流れなどにより、景気の先行きは不透明感が強い状況で推移して
おります。 
当社グループを取り巻く事業環境につきましては、主要顧客であります石油・石油化学業界で

は、石油製品の国内の需要減に伴う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。 
一方、一般工業、特に化学業界では、中国、東南アジアにおける製品の需要拡大や円高の進行

などにより、海外での工場の新設などの計画が顕在化しつつある状況にあります。 
当第 2 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

の生産活動の再開と製品の供給体制の回復に向けたプラントの早期復旧工事に最優先で対応する
とともに、顧客の海外進出計画案件についても対応してまいりました。 
当第 2 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 12.8％増の 465 億 3 百万円と
なり、完成工事高は前年同期比 5.0％増の 439 億 6 百万円となりました。また、経常利益は 33 億
9 千 9 百万円（前年同期比 3.1%減）、四半期純利益は 18 億 8 千 2 百万円（前年同期比 3.7％減）
となっております。 
 
 
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 2 四半期 

平成 24 年 3 月期
第 2 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事  9,913 12,143  2,230  22.5％
定期修理工事  19,588 19,700 111  0.6％
改造･改修工事  7,949 10,766  2,817 35.4％

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 3,791 3,892  101 2.7％

合 計  41,242 46,503  5,261  12.8％
 
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 2 四半期 

平成 24 年 3 月期
第 2 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事  9,452 11,079  1,626  17.2％
定期修理工事  20,011 18,325 △1,685 △8.4％
改造･改修工事  8,862 10,102  1,239 14.0％

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 3,396 4,285 888 26.2％

その他 98 113 14 15.1%
合 計  41,821 43,906  2,084  5.0％

※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 2 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 102 億 1 千 5 百万円増

加し期末残高は 681 億 9 千 9 百万円となりました。この主な理由は、期末直近の完成工事高、仕
掛工事の増加による受取手形・完成工事未収入金が 78 億 3 千万円、未成工事支出金が 38 億 2 百
万円それぞれ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 96 億 1 千 8 百万円増加し、期末残高は 402 億 9 千 9 百万円
となりました。この主な理由は、期末直近の工事量増加により支払手形・工事未払金が 91 億 2
千 8 百万円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 5 億 9 千 6 百万円増加し 278 億 9 千 9 百万円となりまし

た。この主な理由は、四半期純利益の計上等により利益剰余金が 6 億 1 千 9 百万円増加したこと
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、業績予想では、東日本大震災の影響は、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。 
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３．四半期連結財務諸表
（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 12,931,818 13,822,227

受取手形・完成工事未収入金 17,747,798 25,578,217

有価証券 2,999,375 1,998,189

未成工事支出金 5,719,998 9,522,267

繰延税金資産 500,793 515,301

その他 245,617 247,774

貸倒引当金 △1,350 △18,057

流動資産合計 40,144,051 51,665,920

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,487,603 3,587,836

土地 7,030,151 7,225,602

その他（純額） 633,421 658,349

有形固定資産合計 11,151,177 11,471,788

無形固定資産 308,426 274,988

投資その他の資産

投資有価証券 3,907,193 3,194,042

前払年金費用 1,610,986 1,309,760

長期前払費用 21,400 17,940

繰延税金資産 51,457 61,554

その他 847,890 261,819

貸倒引当金 △59,100 △58,590

投資その他の資産合計 6,379,828 4,786,525

固定資産合計 17,839,432 16,533,302

資産合計 57,983,483 68,199,223
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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 24,055,257 33,183,366

短期借入金 45,325 784,409

未払法人税等 1,094,027 1,568,993

未成工事受入金 1,886,820 1,525,234

工事損失引当金 115,560 36,100

完成工事補償引当金 22,300 22,100

賞与引当金 779,992 791,006

役員賞与引当金 82,600 15,000

その他 1,489,121 1,443,755

流動負債合計 29,571,005 39,369,967

固定負債

長期借入金 － 67,959

繰延税金負債 699,170 471,178

退職給付引当金 44,802 65,256

役員退職慰労引当金 250,061 209,205

その他 116,014 116,280

固定負債合計 1,110,048 929,880

負債合計 30,681,053 40,299,847

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 23,208,978

自己株式 △37,107 △37,267

株主資本合計 26,996,150 27,615,068

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 △7,757

為替換算調整勘定 △1,236 △3,091

その他の包括利益累計額合計 203,455 △10,849

少数株主持分 102,824 295,157

純資産合計 27,302,430 27,899,375

負債純資産合計 57,983,483 68,199,223
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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：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)

完成工事高 41,821,338 43,906,024

完成工事原価 36,718,037 38,837,138

完成工事総利益 5,103,301 5,068,886

販売費及び一般管理費 1,573,193 1,705,167

営業利益 3,530,107 3,363,719

営業外収益

受取利息 12,669 12,105

受取配当金 35,672 46,268

受取賃貸料 77,593 89,458

その他 19,567 31,504

営業外収益合計 145,503 179,336

営業外費用

支払利息 7,391 12,042

売上割引 59,967 36,037

為替差損 53,499 72,057

その他 47,105 23,661

営業外費用合計 167,964 143,798

経常利益 3,507,646 3,399,256

特別利益

固定資産売却益 － 193

貸倒引当金戻入額 4,665 －

その他 555 －

特別利益合計 5,220 193

特別損失

固定資産除却損 2,673 2,034

投資有価証券評価損 － 2,178

ゴルフクラブ入会金評価損 1,350 2,812

その他 13 －

特別損失合計 4,037 7,024

税金等調整前四半期純利益 3,508,830 3,392,426

法人税、住民税及び事業税 1,427,557 1,550,899

法人税等調整額 107,713 △106,102

法人税等合計 1,535,270 1,444,797

少数株主損益調整前四半期純利益 1,973,559 1,947,628

少数株主利益 18,925 64,929

四半期純利益 1,954,634 1,882,698

新興プランテック(株)（6379）平成24年3月期第2四半期決算短信

－7－



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 1,973,559 1,947,628

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33,156 △213,974

為替換算調整勘定 △2,957 △1,855

その他の包括利益合計 △36,113 △215,829

四半期包括利益 1,937,446 1,731,799

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,918,634 1,668,394

少数株主に係る四半期包括利益 18,811 63,404
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,508,830 3,392,426

減価償却費 234,225 244,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,437 14,191

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 700 △200

工事損失引当金の増減額（△は減少） － △79,460

賞与引当金の増減額（△は減少） △151,015 △720

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,000 △67,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 125,456 303,928

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,840 △40,856

受取利息及び受取配当金 △48,342 △58,373

支払利息及び手形売却損 7,391 12,042

複合金融商品償還損益（△は益） － 4,217

複合金融商品評価損益（△は益） 10,990 －

為替差損益（△は益） 44,705 73,368

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,178

ゴルフクラブ入会金評価損益（△は益） 1,350 2,812

固定資産売却損益（△は益） 13 △193

固定資産除却損 2,673 2,034

売上債権の増減額（△は増加） △1,387,237 △7,409,310

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,379,057 △3,754,735

仕入債務の増減額（△は減少） 7,212,118 8,970,423

未成工事受入金の増減額（△は減少） 103,011 △361,586

未払消費税等の増減額（△は減少） 84,572 △164,408

その他 122,619 △19,759

小計 8,477,284 1,065,073

利息及び配当金の受取額 48,342 58,373

利息の支払額 △7,391 △12,042

法人税等の支払額 △1,274,592 △968,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,243,642 142,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △267,883 △120,065

有形及び無形固定資産の売却による収入 208 250

投資有価証券の取得による支出 △93,902 △3,553

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 71,482

貸付けによる支出 △100,000 △690

貸付金の回収による収入 3,500 5,600

子会社株式の取得による支出 － △7,826

その他 △788 △12,372

投資活動によるキャッシュ・フロー △458,865 △67,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,532 201,460

長期借入金の返済による支出 － △13,062

自己株式の取得による支出 △300 △159

配当金の支払額 △1,147,567 △1,160,039

少数株主への配当金の支払額 △2,000 △200

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,143,334 △972,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,663 △75,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,593,778 △971,643

現金及び現金同等物の期首残高 11,577,583 15,931,193

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 660,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,171,362 15,620,416
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該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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