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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 7,547 9.3 182 15.6 199 9.4 76 50.4
24年3月期第2四半期 6,908 4.3 157 △26.0 182 △25.1 50 3.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 63百万円 （10.5％） 24年3月期第2四半期 57百万円 （129.6％）

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2四半期 8.39 ―
24年3月期第2四半期 5.58 ―

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2四半期 9,589 6,532 67.0 704.48
24年3月期 9,575 6,561 67.5 708.62
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,423百万円 24年3月期  6,461百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00
25年3月期 ― 5.00
25年3月期（予想） ― 10.00 15.00

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、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 16,500 14.6 650 41.4 670 33.6 300 44.7 32.90
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(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 

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。 
詳細は、添付資料P.３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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報告書の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 
に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資 
料P.２「１.当四半期決算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」をご覧ください。 

※  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2Q 9,125,000 株 24年3月期 9,125,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 6,293 株 24年3月期 6,293 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 9,118,707 株 24年3月期2Q 9,118,758 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、東日本大震災の復興需要等を背景に、一部では緩やかな回復

の兆しが見られるものの、欧州債務問題に端を発した海外経済の減速、中国を中心とする新興国の成長の鈍化等を

はじめ、円高の長期化、電力供給不安等、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き厳しい状況にありますが、メカトロ関連事

業におきましては、半導体、自動車、医療機器、産業機器、食品関係など幅広いメーカーのお客様に、「ワンスト

ップエンジニアリングサービス」の提供をより推進しました。。ファシリティ関連事業におきましては、ビルマネ

ジメントのノウハウに、省エネルギー、創エネルギー、蓄エネルギーなどのエネルギーマネジメントを付加し、お

客様が抱える建物のエネルギーに関する問題の解決に尽力しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,547百万円（前年同期比9.3％増）、営業利益は182百

万円（前年同期比15.6％増）、経常利益は199百万円（前年同期比9.4％増）、四半期純利益は76百万円（前年同期

比50.4％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態 

当第２四半期連結会計期間末の総資産合計は9,589百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円増加いた

しました。流動資産は5,172百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万円減少いたしました。主な要因は、

現金及び預金の281百万円の減少及び受取手形及び売掛金の105百万円の減少等であります。固定資産は4,416百

万円となり、前連結会計年度末に比べ149百万円増加いたしました。主な要因は、建物及び構築物の24百万円の

増加及び差入保証金の39百万円の増加、のれんの24百万円の減少及び投資有価証券の43百万円の減少等でありま

す。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は3,056百万円となり、前連結会計年度末に比べ41百万円増加いたし

ました。主な要因は、買掛金の64百万円の減少、未払法人税等の38百万円の減少及び賞与引当金の29百万円の増

加等であります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は6,532百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万円減少いた

しました。主な要因は、利益剰余金の14百万円の減少及びその他有価証券評価差額金の23百万円の減少等であり

ます。 

② キャッシュ・フロー 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べて844百万円減少し、1,948百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は69百万円（前年同期比65.3％減）となりました。これは主に税金等調整前四半

期純利益172百万円、減価償却費58百万円、売上債権の減少額127百万円、たな卸資産の増加額145百万円、仕入

債務の減少額68百万円及び法人税等の支払額152百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は364百万円（前年同期比231.7％増）となりました。これは主に定期預金の預入

による支出370百万円等及び定期預金の払戻による収入150百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は106百万円（前年同期比67.9％減）となりました。これは主に配当金の支払額

90百万円等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 

連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、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。なお、現時点での通期の業績予想につきましては、平成24年５月11日

に公表いたしました数値に変更はございません。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

第１四半期連結会計期間より、連結子会社であった東洋保全工業株式会社は、平成24年４月１日付で当社を存続

会社とする吸収合併により解散したため、連結の範囲から除外しております。 

また、当第２四半期連結会計期間において、株式会社蒼設備設計は、平成24年９月10日付で全株式を取得し完全

子会社となったため、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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、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。 

これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,579,440 2,298,127

受取手形及び売掛金 2,297,277 2,191,782

未成工事支出金 152,753 369,811

仕掛品 22,538 26,605

原材料及び貯蔵品 15,540 16,701

その他 252,958 273,261

貸倒引当金 △12,272 △3,680

流動資産合計 5,308,238 5,172,608

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,072,229 1,096,777

土地 1,102,208 1,114,755

その他（純額） 95,472 84,138

有形固定資産合計 2,269,910 2,295,672

無形固定資産   

のれん 152,724 127,930

その他 41,571 42,762

無形固定資産合計 194,295 170,693

投資その他の資産   

投資有価証券 648,763 605,394

差入保証金 170,771 210,589

破産更生債権等 80,468 80,021

その他 984,641 1,134,162

貸倒引当金 △81,445 △80,036

投資その他の資産合計 1,803,200 1,950,132

固定資産合計 4,267,405 4,416,498

資産合計 9,575,644 9,589,106
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 738,647 673,944

未払法人税等 141,612 102,730

賞与引当金 275,957 305,871

役員賞与引当金 10,000 －

その他 922,766 961,762

流動負債合計 2,088,983 2,044,308

固定負債   

退職給付引当金 665,657 684,340

役員退職慰労引当金 73,340 146,448

資産除去債務 39,000 43,791

長期預り保証金 110,236 108,641

その他 37,352 28,917

固定負債合計 925,587 1,012,139

負債合計 3,014,570 3,056,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 981,662 981,662

資本剰余金 956,962 956,962

利益剰余金 4,522,784 4,508,147

自己株式 △3,136 △3,136

株主資本合計 6,458,271 6,443,635

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,423 △19,643

その他の包括利益累計額合計 3,423 △19,643

少数株主持分 99,378 108,667

純資産合計 6,561,073 6,532,659

負債純資産合計 9,575,644 9,589,106
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 6,908,228 7,547,764

売上原価 5,803,005 6,412,595

売上総利益 1,105,223 1,135,168

販売費及び一般管理費 947,231 952,503

営業利益 157,992 182,665

営業外収益   

受取利息 1,400 3,143

受取配当金 1,476 1,064

助成金収入 1,389 706

匿名組合投資利益 3,122 1,598

貸倒引当金戻入額 19,434 11,386

その他 10,748 4,283

営業外収益合計 37,572 22,183

営業外費用   

支払利息 2,137 2,546

支払補償費 4,125 119

匿名組合投資損失 728 354

持分法による投資損失 3,331 532

その他 2,824 1,685

営業外費用合計 13,147 5,238

経常利益 182,417 199,609

特別利益   

負ののれん発生益 － 8,348

特別利益合計 － 8,348

特別損失   

投資有価証券評価損 32,797 35,610

特別損失合計 32,797 35,610

税金等調整前四半期純利益 149,620 172,347

法人税、住民税及び事業税 87,372 107,453

法人税等調整額 △1,139 △22,145

法人税等合計 86,232 85,307

少数株主損益調整前四半期純利益 63,387 87,040

少数株主利益 12,480 10,489

四半期純利益 50,907 76,550
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 63,387 87,040

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,509 △23,067

その他の包括利益合計 △5,509 △23,067

四半期包括利益 57,878 63,973

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 45,397 53,483

少数株主に係る四半期包括利益 12,480 10,489
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 149,620 172,347

のれん償却額 21,838 24,793

負ののれん発生益 － △8,348

持分法による投資損益（△は益） 3,331 532

減価償却費 67,317 58,889

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18,997 △10,131

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,212 22,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,394 18,683

その他の引当金の増減額（△は減少） 3,690 5,100

受取利息及び受取配当金 △2,877 △4,207

支払利息 2,137 2,546

投資有価証券評価損 32,797 35,610

売上債権の増減額（△は増加） 22,169 127,336

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,357 △145,689

仕入債務の増減額（△は減少） △126,168 △68,473

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,484 △11,610

預り保証金の増減額（△は減少） △203 △1,594

その他の資産の増減額（△は増加） 18,646 △3,988

その他の負債の増減額（△は減少） △1,298 9,432

その他 359 2,988

小計 259,099 216,642

利息及び配当金の受取額 2,877 4,207

利息の支払額 △2,137 △2,546

法人税等の還付額 60,814 3,812

法人税等の支払額 △120,269 △152,578

営業活動によるキャッシュ・フロー 200,383 69,539

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △150,127 △370,127

定期預金の払戻による収入 150,127 150,127

有形固定資産の取得による支出 △5,129 △62,108

投資有価証券の取得による支出 △101,947 △50,000

投資有価証券の売却による収入 － 19,098

差入保証金の差入による支出 △2,367 △2,065

差入保証金の回収による収入 4,221 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 － △57,730

その他 △4,676 8,244

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,899 △364,562

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △218,000 －

リース債務の返済による支出 △22,047 △14,283

自己株式の取得による支出 △18 －

配当金の支払額 △91,188 △90,806

少数株主への配当金の支払額 － △1,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △331,254 △106,290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240,770 △401,313

現金及び現金同等物の期首残高 3,033,198 2,349,440

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,792,428 1,948,127
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  該当事項はありません。 

  

   

  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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱マイスターエンジニアリング　（4695）　平成25年３月期　第２四半期決算短信

- 9 -




