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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 11,388 11.5 443 2.8 441 △12.9 178 △32.4
24年3月期第1四半期 10,217 △4.5 431 △29.1 507 △16.1 264 △9.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △45百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 226百万円 （10.6％）

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

25年3月期第1四半期 3.87 ―
24年3月期第1四半期 5.72 ―

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

25年3月期第1四半期 70,243 29,224 41.1 624.91
24年3月期 74,742 30,384 40.2 650.19
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  28,889百万円 24年3月期  30,058百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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

第2四半期(累計) 49,000 11.6 3,300 △1.9 3,370 △0.9 1,950 3.6 42.18
通期 96,000 △1.9 6,400 △13.6 6,500 △14.4 3,700 △11.7 80.03



(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く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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 46,310,892 株 24年3月期 46,310,892 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 80,728 株 24年3月期 80,671 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 46,230,183 株 24年3月期1Q 46,230,488 株
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1. 当四半期の連結業績等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１四半期連結会計期間（平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 6 月 30 日）におけるわが国経済

は、東日本大震災の影響による低迷から脱し、復旧・復興需要の進捗等から持ち直しの動きが見
られています。しかしながら、電力供給問題や欧州の財政危機による世界経済への影響、円高や
株価低迷の長期化等により、先行きについては依然不透明な状況が続いております。 
また、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

業界では国内の石油製品の需要減少や国際的な競争激化などを背景に、国内生産設備の統廃合の
流れの中で、メンテナンスや設備投資を継続して抑制しており、引き続き厳しい受注環境にあり
ます。 
当第１四半期における業績につきましては、受注高は前年同期比 13.0％減の 168 億 5 千 7 百万

円となり、完成工事高は前年同期比 11.5％増の 113 億 8 千 8 百万円となりました。また、経常利
益は 4 億 4 千 1 百万円（前年同期比 12.9%減）、四半期純利益は 1 億 7 千 8 百万円（前年同期比
32.4％減）となっております。  
なお、当社グループの完成工事高は、通常の営業形態として春期は仕掛工事が多いため、第 1

四半期連結会計期間は他の四半期連結会計期間と比較して少なくなる傾向にあります。 
 
受注高の工事種類別内訳 

（単位：百万円） 

受 注 高 平成 24 年 3 月期
第 1 四半期 

平成 25 年 3 月期
第 1 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事 5,103 5,135 32 0.6％
定期修理工事 9,190 6,369 △2,821 △30.7％
改造･改修工事 4,898 4,442 △455 △9.3％

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 178 909  731 409.9％

合 計  19,370 16,857 △2,513 △13.0％
 
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 24 年 3 月期
第 1 四半期 

平成 25 年 3 月期
第 1 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事 4,036 3,903 △132 △3.3％
定期修理工事 2,103 2,978 874 41.6％
改造･改修工事 2,892 2,718  △173 △6.0％

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 1,134 1,735 601 53.0％

その他 51 53 1 3.4％
合 計  10,217 11,388  1,170  11.5％

※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 1 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 44 億９千 8 百万円減

少し期末残高は 702 億４千３百万円となりました。この主な理由は、期末仕掛工事の増加による
未成工事支出金が 113 億７千７百万円増加したものの、仕掛工事の増加に伴う資金需要及び税金、
配当金の支払いにより現金及び預金が 16 億 4 千２百万円、工事代金回収により受取手形・完成工
事未収入金が 125 億１千８百万円、非連結子会社を連結の範囲に含めた影響等により投資有価証
券が 11 億４千１百万円それぞれ減少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 33 億３千９百万円減少し期末残高は 410 億１千９百万円
となりました。この主な理由は、期末仕掛工事増加による未成工事受入金が 28 億５千９百万円増
加したものの、期末直近の工事量減少による支払手形・工事未払金が 37 億７千７百万円、課税所
得減少による未払法人税等が 23 億４千万円それぞれ減少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 11 億５千９百万円減少し期末残高は 292 億２千 4 百万

円となりました。この主な理由は、配当金等の支払いにより利益剰余金が 9 億４千２百万円減少
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 25 年 3 月期の業績予想につきましては、平成 24 年 5 月 8 日に公表しました「平成 24 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。 
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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、株式会社東新製作所及び SHINKO PLANTECH 

(THAILAND)CO.,LTD 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 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より平成 24 年４月
１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更し
ております。 
この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 
 
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
 
該当事項はありません。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年6月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,615,438 11,973,030

受取手形・完成工事未収入金 32,816,858 20,298,850

有価証券 2,998,975 1,999,720

未成工事支出金 7,180,297 18,558,092

繰延税金資産 642,451 484,918

その他 369,767 820,694

貸倒引当金 △19,117 △11,108

流動資産合計 57,604,671 54,124,199

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,578,250 3,659,991

土地 7,245,812 7,466,812

その他（純額） 645,951 667,945

有形固定資産合計 11,470,014 11,794,749

無形固定資産 250,553 232,743

投資その他の資産   

投資有価証券 4,109,616 2,967,773

前払年金費用 1,000,617 859,771

長期前払費用 13,306 10,961

繰延税金資産 58,126 55,670

その他 318,048 276,018

貸倒引当金 △82,248 △78,005

投資その他の資産合計 5,417,466 4,092,190

固定資産合計 17,138,034 16,119,683

資産合計 74,742,706 70,243,882
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年6月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 36,010,305 32,232,602

短期借入金 551,319 484,132

未払法人税等 2,396,421 56,379

未成工事受入金 1,640,330 4,500,323

工事損失引当金 210,800 174,300

完成工事補償引当金 26,600 24,800

賞与引当金 811,037 322,572

役員賞与引当金 30,000 1,200

その他 1,827,375 2,313,523

流動負債合計 43,504,190 40,109,832

固定負債   

長期借入金 57,897 267,010

繰延税金負債 371,286 267,223

退職給付引当金 73,562 58,780

役員退職慰労引当金 235,619 99,393

その他 116,142 217,364

固定負債合計 854,507 909,771

負債合計 44,358,698 41,019,604

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 25,517,925 24,575,381

自己株式 △37,323 △37,356

株主資本合計 29,923,959 28,981,382

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 128,975 △96,673

為替換算調整勘定 5,334 5,058

その他の包括利益累計額合計 134,310 △91,614

少数株主持分 325,737 334,510

純資産合計 30,384,008 29,224,278

負債純資産合計 74,742,706 70,243,882
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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１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年4月1日 
 至 平成24年6月30日) 

完成工事高 10,217,519 11,388,391

完成工事原価 8,955,966 10,096,882

完成工事総利益 1,261,552 1,291,509

販売費及び一般管理費 830,228 848,107

営業利益 431,324 443,401

営業外収益   

受取利息 6,877 6,763

受取配当金 37,099 40,315

受取賃貸料 43,453 41,735

その他 19,254 22,865

営業外収益合計 106,686 111,680

営業外費用   

支払利息 3,669 2,510

売上割引 18,514 46,541

為替差損 － 55,180

その他 8,234 8,888

営業外費用合計 30,418 113,120

経常利益 507,592 441,960

特別利益   

固定資産売却益 193 342

その他 1,460 －

特別利益合計 1,654 342

特別損失   

固定資産売却損 － 3,398

固定資産除却損 1,581 368

投資有価証券評価損 2,408 38,335

ゴルフクラブ入会金評価損 1,512 －

特別損失合計 5,502 42,102

税金等調整前四半期純利益 503,744 400,200

法人税、住民税及び事業税 430,207 66,542

法人税等調整額 △185,871 152,119

法人税等合計 244,335 218,661

少数株主損益調整前四半期純利益 259,409 181,538

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,881 2,857

四半期純利益 264,290 178,681

新興プランテック(株)（6379）平成25年3月期第1四半期決算短信

－7－



   【四半期連結包括利益計算書】 
   【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 259,409 181,538

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △31,522 △226,292

為替換算調整勘定 △1,463 △275

その他の包括利益合計 △32,985 △226,568

四半期包括利益 226,423 △45,029

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 232,632 △47,243

少数株主に係る四半期包括利益 △6,208 2,213
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該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

前第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）  

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。  

  

当第1四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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