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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 9,465 23.5 472 30.5 525 32.3 307 99.8
23年3月期第3四半期 7,666 11.7 362 ― 397 ― 153 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 527百万円 （669.7％） 23年3月期第3四半期 68百万円 （―％）

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3四半期 13.73 ―

23年3月期第3四半期 6.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 18,807 10,828 56.8
23年3月期 18,100 10,393 56.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,675百万円 23年3月期  10,257百万円

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 ― 4.00 4.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 5.00 5.00

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 12,500 13.5 500 △11.5 510 △16.9 300 △2.3 13.39



(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ますが、この四半期決算短信開示時点において、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を受けております。 

※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の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。 

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3Q 26,180,000 株 23年3月期 26,180,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,775,343 株 23年3月期 3,774,743 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,404,913 株 23年3月期3Q 22,407,243 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災以降の急激な落ち込みから、サ

プライチェーンの復旧に伴う鉱工業生産の回復や節電関連特需による個人消費の回復などにより夏場

にかけて一旦は持ち直しましたが、円高の進展や欧州債務問題により回復度合いは緩やかになり、横

ばいの動きとなってきました。 

このような経営環境の下、当企業グループは中期経営計画「オーバル フェニックス プラン 2015」

に掲げた諸戦略を引続き推進し、LNG市場への販促等の新市場開拓や国内外のシステムビジネスの拡大

を図ってまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の受注高は9,255百万円で前年同四半期に比べ13.8％の増

加、売上高は9,465百万円で前年同四半期に比べ23.5％の増加となりました。利益面では営業利益は

472百万円で前年同四半期に比べ30.5％の増益、経常利益は525百万円で前年同四半期に比べ32.3％の

増益、四半期純利益は307百万円で前年同四半期に比べ99.8％の増益となりました。 

事業部門別の状況については、次のとおりであります。 

(センサ部門) 

プラントメーカー経由の大口案件等により、受注高は前年同四半期比4.3％増の5,450百万円とな

り、売上高は前年同四半期比9.1％増の5,356百万円となりました。 

(システム部門) 

海外大口案件や設備の更新需要等により、受注高は前年同四半期比93.8％増の1,994百万円とな

り、売上高は前年同四半期比159.0％増の2,313百万円となりました。 

(サービス部門) 

顧客からのメンテナンス依頼の減少により、受注高は前年同四半期比3.7％減の1,786百万円とな

り、売上高は前年同四半期比3.8％減の1,772百万円となりました。 

(その他の部門) 

受注高、売上高共に前年同四半期比11.3％増の23百万円となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ706百万円増加の18,807

百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ855百万円増加し、9,821百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が142百万円、受取手形及び売掛金が665百万円、原材料及び貯蔵品

が165百万円増加したことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ148百万円減

少し、8,986百万円となりました。これは主に、建物及び構築物が57百万円、機械装置及び運搬具が15

百万円、投資その他の資産のその他が83百万円減少したことによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ270百万円増加し、

7,978百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ495百万円増加し、4,134百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が760百万円、短期借入金が88百万円、その他が21百万円

増加しましたが、未払法人税等が222百万円、賞与引当金が152百万円減少したことによるものであり

ます。固定負債は、前連結会計年度末に比べ225百万円減少し、3,843百万円となりました。これは主

に、退職給付引当金が39百万円増加しましたが、再評価に係る繰延税金負債が239百万円減少したこと

によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ435百万円増加し、

10,828百万円となりました。これは主に、利益剰余金が217百万円、土地再評価差額金が239百万円増

加したことによるものであります。 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に

変更はございません。 

ただし、今後の業績推移に応じて見直す必要が生じた場合には、速やかに公表する予定です。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,144,732 2,286,770

受取手形及び売掛金 4,503,546 5,168,900

商品及び製品 538,529 535,088

仕掛品 278,490 297,205

原材料及び貯蔵品 1,019,959 1,185,840

その他 484,649 351,300

貸倒引当金 △4,034 △3,932

流動資産合計 8,965,873 9,821,173

固定資産

有形固定資産

土地 5,576,134 5,575,237

その他（純額） 1,902,467 1,846,965

有形固定資産合計 7,478,602 7,422,202

無形固定資産 82,075 73,095

投資その他の資産

その他 1,584,483 1,500,906

貸倒引当金 △10,110 △10,110

投資その他の資産合計 1,574,373 1,490,796

固定資産合計 9,135,051 8,986,095

資産合計 18,100,924 18,807,268
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 904,862 1,665,331

短期借入金 1,139,656 1,228,047

未払法人税等 265,668 43,220

賞与引当金 258,757 106,371

その他 1,069,729 1,091,623

流動負債合計 3,638,673 4,134,595

固定負債

長期借入金 519,702 511,130

再評価に係る繰延税金負債 2,001,624 1,761,864

退職給付引当金 1,218,786 1,258,655

役員退職慰労引当金 52,024 49,358

環境対策引当金 13,801 13,801

資産除去債務 20,485 21,503

負ののれん 1,135 283

その他 241,284 227,219

固定負債合計 4,068,845 3,843,817

負債合計 7,707,518 7,978,412

純資産の部

株主資本

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,124,989 2,124,989

利益剰余金 3,570,703 3,788,638

自己株式 △402,738 △402,834

株主資本合計 7,492,954 7,710,794

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,410 14,580

土地再評価差額金 2,867,572 3,107,332

為替換算調整勘定 △122,358 △157,369

その他の包括利益累計額合計 2,764,623 2,964,543

少数株主持分 135,827 153,518

純資産合計 10,393,405 10,828,856

負債純資産合計 18,100,924 18,807,268
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 7,666,507 9,465,909

売上原価 4,854,152 6,315,367

売上総利益 2,812,354 3,150,542

販売費及び一般管理費 2,450,173 2,677,871

営業利益 362,180 472,670

営業外収益

受取利息 2,804 2,653

受取配当金 7,969 38,811

受取賃貸料 22,078 18,485

助成金収入 41,604 －

保険返戻金 15,479 35,071

その他 12,470 25,553

営業外収益合計 102,406 120,576

営業外費用

支払利息 22,149 21,651

為替差損 27,139 40,195

その他 18,142 6,058

営業外費用合計 67,431 67,905

経常利益 397,156 525,341

特別利益

有形固定資産売却益 53 272

投資有価証券売却益 18 －

特別利益合計 72 272

特別損失

有形固定資産除却損 686 1,417

環境対策引当金繰入額 13,066 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,065 －

特別損失合計 23,818 1,417

税金等調整前四半期純利益 373,410 524,196

法人税、住民税及び事業税 153,432 124,215

法人税等調整額 37,975 62,289

法人税等合計 191,407 186,505

少数株主損益調整前四半期純利益 182,002 337,691

少数株主利益 28,089 30,135

四半期純利益 153,913 307,556
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 182,002 337,691

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △50,038 △4,830

繰延ヘッジ損益 2,272 －

土地再評価差額金 － 239,759

為替換算調整勘定 △65,463 △44,839

持分法適用会社に対する持分相当額 △264 △456

その他の包括利益合計 △113,493 189,634

四半期包括利益 68,509 527,325

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 44,574 507,476

少数株主に係る四半期包括利益 23,935 19,849
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 当第３四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

 該当事項はありません。 
  

 当第３四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

 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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