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(百万円未満切捨て)

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）

（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 68,244 △4.0 3,178 △33.3 3,199 △33.6 1,888 △31.7

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

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 1,765百万円(△34.0％) 24年3月期第2四半期 2,676百万円(△39.9％)

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 26 .71 ―
24年3月期第2四半期 35 .58 ―

（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 ％

25年3月期第2四半期 103,117 51,696 50.1

   24年3月期 108,324 50,561 46.7

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 51,696百万円 24年3月期 50,561百万円

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

 24年3月期 ― ― ― 10 .00 10 .00

 25年3月期 ― ―

 25年3月期(予想) ― ― ―

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)

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 140,000 △3.4 6,000 △35.1 6,000 △35.3 3,500 △16.4 49 .52

shimada
ファスフスタンプ



  

 

 
（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別

することが困難な場合」に該当しております。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 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。 

 
  

  

  

・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。 

  

※注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 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

（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) 25年3月期2Ｑ 78,465,113株 24年3月期 78,465,113株

② 期末自己株式数 25年3月期2Ｑ 7,779,742株 24年3月期 7,779,742株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Ｑ 70,685,371株 24年3月期2Ｑ 77,726,695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、内需を中心に一部回復がみられたものの、欧州債務危機による

世界経済の減速や円高の継続等により、先行き不透明な状況となりました。 

  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、エコカー補助金の効果等により国内自動

車販売が好調に推移したことや土木・建築の需要が増加したこと等により国内鉄鋼需要は前年同期を上

回ったものの、依然として、韓国・中国の過剰供給の継続によりアジア向け鋼材価格が下がる等、鋼材

市況が軟化し、収益面では厳しい状況が継続しました。 

  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事業活動を展開いたしました。 

  しかしながら、受注高につきましては、足下の設備投資マインドの低迷等により受注環境が一層厳し

さを増したこと、および震災復興関連の受注が落ち着いたこと等により前年同期比15.5％減の61,796百

万円となりました。また、売上高につきましても、受注高の減少に伴い、前年同期比4.0％減の68,244

百万円となりました。  

 収益面につきましては、既受注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、従前以上

の収益改善努力を行ったものの、受注競争激化に伴う利益率の低下、新活性炭設備稼働に伴う償却費負

担額の増加等により、営業利益3,178百万円、経常利益3,199百万円、四半期純利益1,888百万円となり

ました。 

  

   また、セグメント別の業績は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） 

 
※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いるものの、鉄鋼業界における設備投資額の減少等により、受注高44,545百万

円、売上高51,014百万円、経常利益2,512百万円となりました。 

（操業） 

 操業につきましては、発注単価の低下があったものの、収益改善努力等により、受注高11,787百万

円、売上高11,810百万円、経常利益475百万円となりました。 

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 経常利益

当第２四半期 前第２四半期 当第２四半期 前第２四半期 当第２四半期 前第２四半期

エンジニアリング 44,545 55,114 51,014 53,319 2,512 3,914

操業 11,787 12,762 11,810 12,731 475 469

その他 7,415 7,886 7,524 7,657 126 398

合計 63,747 75,762 70,349 73,708 3,114 4,782

調整額 △1,951 △2,628 △2,104 △2,585 85 37

四半期連結損益計算書計上額 61,796 73,134 68,244 71,123 3,199 4,819
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通期業績につきましては、平成24年９月28日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

（単位：百万円） 

 
  

  

(北都電機株式会社の会社分割) 

 当社は平成24年７月１日付けで当社の100％出資の子会社である北都電機株式会社が展開する電気計

装及び制御システムに関する事業の一部を吸収分割により承継いたしました。今後は事業運営の 適

化、経営資源の効率的活用により事業基盤を一層強化するとともに、両社が培ってきた技術のスパイラ

ルアップ等の相乗効果の早期発揮を図ってまいります。 

  

  

(株式会社日鉄エレックスとの経営統合) 

 当社と株式会社日鉄エレックスは、平成24年９月28日、平成25年10月１日に経営統合（統合新会社

名：日鉄住金テックスエンジ株式会社）することにつき合意し、統合基本契約を締結いたしました。 

  本経営統合により、新会社は、両社が保有する電気計装・システム分野での経営基盤を融合すること

で、当該事業分野の技術力の強化・横展開による効率的業務運営が推進できることに加えて、機械・土

木・建築分野を併せ持つ複合エンジニアリング会社として、設備エンジニアリング機能のさらなる強

化・拡大を追求し、鉄鋼業各社をはじめとするお客様の多様なニーズに積極的にお応えしてまいる所存

です。 

  

  

  
  

（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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

はそれぞれ105百万円増加しております。 

  

（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) 140,000 6,000 6,000 3,500

前   期 144,873 9,243 9,267 4,186

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

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：百万円)

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

現金預金 830 655

預け金 423 1,843

受取手形・完成工事未収入金等 58,324 53,269

未成工事支出金 2,509 2,758

その他のたな卸資産 3,950 4,121

繰延税金資産 482 570

その他 1,063 600

貸倒引当金 △22 △15

流動資産合計 67,562 63,802

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 23,989 24,097

機械、運搬具及び工具器具備品 42,216 45,336

土地 16,560 16,432

リース資産 375 341

建設仮勘定 3,473 617

減価償却累計額 △52,175 △53,301

有形固定資産合計 34,440 33,523

無形固定資産 427 424

投資その他の資産

投資有価証券 1,124 758

繰延税金資産 3,953 3,845

その他 1,525 1,436

貸倒引当金 △709 △672

投資その他の資産合計 5,893 5,366

固定資産合計 40,762 39,315

資産合計 108,324 103,117
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(単位：百万円)

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

支払手形・工事未払金等 26,457 24,393

短期借入金 3,484 4,822

未払法人税等 1,639 1,297

未成工事受入金 467 390

賞与引当金 707 780

完成工事補償引当金 415 303

工事損失引当金 155 109

その他 6,324 3,343

流動負債合計 39,653 35,441

固定負債

長期借入金 4,000 2,200

繰延税金負債 178 －

再評価に係る繰延税金負債 2,964 2,958

退職給付引当金 10,747 10,628

役員退職慰労引当金 93 10

その他 127 181

固定負債合計 18,109 15,979

負債合計 57,763 51,420

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 41,949 43,217

自己株式 △3,063 △3,063

株主資本合計 46,227 47,495

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 134 11

土地再評価差額金 4,199 4,189

その他の包括利益累計額合計 4,333 4,201

純資産合計 50,561 51,696

負債純資産合計 108,324 103,117
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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 71,123 68,244

売上原価 61,543 60,120

売上総利益 9,580 8,124

販売費及び一般管理費 4,816 4,946

営業利益 4,764 3,178

営業外収益

受取利息 1 2

受取配当金 30 11

貸倒引当金戻入額 16 36

受取補償金 8 3

雑収入 73 81

営業外収益合計 129 134

営業外費用

支払利息 58 55

売上債権売却損 6 17

雑支出 8 39

営業外費用合計 74 112

経常利益 4,819 3,199

特別利益

固定資産売却益 22 1

投資有価証券売却益 22 0

特別利益合計 45 1

特別損失

固定資産除却損 24 38

減損損失 86 15

関係会社株式売却損 － 138

その他 7 14

特別損失合計 117 206

税金等調整前四半期純利益 4,747 2,995

法人税、住民税及び事業税 2,165 1,203

法人税等調整額 △183 △96

法人税等合計 1,981 1,106

少数株主損益調整前四半期純利益 2,765 1,888

四半期純利益 2,765 1,888
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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 2,765 1,888

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △89 △122

繰延ヘッジ損益 0 －

その他の包括利益合計 △88 △122

四半期包括利益 2,676 1,765

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,676 1,765
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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） 

 
  

  

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

(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

(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 50,953 11,809 62,763 5,481 68,244 ― 68,244

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

61 0 61 2,042 2,104 △2,104 ―

計 51,014 11,810 62,824 7,524 70,349 △2,104 68,244

セグメント利益 
（経常利益）

2,512 475 2,988 126 3,114 85 3,199

（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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