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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 46,460 5.8 2,951 △12.2 3,071 △9.7 1,705 △9.4
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,386百万円 （△19.9％） 24年3月期第2四半期 1,731百万円 （△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2四半期 36.89 ―
24年3月期第2四半期 40.72 ―

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2四半期 69,077 30,655 43.9 655.33
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2四半期  30,295百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、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  ：  有   

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 94,000 △3.9 5,400 △27.1 5,500 △27.5 3,000 △28.4 64.89



(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。 

※  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 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2Q 80,837 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2Q 46,230,121 株 24年3月期2Q 46,230,426 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２四半期連結累計期間（平成 24 年 4 月 1 日～平成 24 年 9 月 30 日）におけるわが国経済

は、震災の復興需要や設備投資の持ち直しにより、景気は回復傾向にありましたが、欧州の財政
危機問題や新興国の経済成長の鈍化等による世界経済の減速、円高や株価低迷の長期化等の影響
により足踏み状態となり、先行きについてはなお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、石油精製分野では「エネ
ルギー供給構造高度化法」に基づく精製能力の削減や設備の廃止、石油化学分野ではエチレンプ
ラントをはじめとする石油化学設備のダウンサイジングによる設備の休止・廃止等の計画が具体
化しつつあり、こ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 1.8％減の 456 億 5 千 9 百万

円となり、完成工事高は前年同期比 5.8％増の 464 億 6 千万円となりました。また、経常利益は
30 億 7 千 1 百万円（前年同期比 9.7%減）、四半期純利益は 17 億 5 百万円（前年同期比 9.4％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 24 年 3 月期
第 2 四半期 

平成 25 年 3 月期
第 2 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事 12,143 11,013 △1,130 △9.3%
定期修理工事 19,700 21,999 2,298 11.7%
改造･改修工事 10,766 10,206 △560 △5.2%

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 3,892 2,439 △1,453 △37.3%

合 計  46,503 45,659 △844 △1.8%
 
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 24 年 3 月期
第 2 四半期 

平成 25 年 3 月期
第 2 四半期 前年比 増減率 

日常保全工事 11,079 10,304 △774 △7.0%
定期修理工事 18,325 21,591 3,265 17.8%
改造･改修工事 10,102 7,854 △2,248 △22.3%

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 4,285 6,596 2,311 53.9%

その他 113 114 1 1.0%
合 計  43,906 46,460 2,554 5.8%

※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 56 億 6 千 5 百万円減

少し期末残高は 690 億 7 千 7 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 34 億 1 千 5 百万円増加したものの、仕掛工事の増加に伴う資金需要、仕入先
への一部見直しによる支払条件の緩和及び税金、配当金の支払いにより現金及び預金が 34 億 8
千 7 百万円、工事代金の回収により受取手形・完成工事未収入金が 12 億 4 千 9 百万円、資金運
用を控えたことにより有価証券が 29 億 9 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 8 千 5 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 59 億 3 千 6 百万円減少し期末残高は 384 億 2 千 1 百万円

となりました。この主な理由は、支払条件の一部変更による手形期日短縮等により支払手形・工
事未払金が 45 億 2 千 1 百万円、課税所得減少及び法人税率引下げ等による未払法人税等が 11 億
7 千 7 百万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 2 億 7 千 1 百万円増加し期末残高は 306 億 5 千 5 百万円
となりました。この主な理由は、株式市場の悪化によるその他有価証券評価差額金が 3 億 5 千 2
百万円減少したものの、四半期純利益の計上等により利益剰余金が 5 億 8 千 3 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 
 
これまで当社グループは、国内事業では、石油・石油化学分野でのトップシェアを維持し続け

るため、新規工場に対するメンテナンスへの参入、技術力強化やシェア拡大のための子会社化な
どに努めてまいりました。また、一般工業分野での事業拡大については、一般化学、食品、医薬
品などの引合案件に積極的に対応し、実績を積んでまいりました。 
海外事業では、中国および東南アジアを中心に、日系企業からの海外進出案件の受注に注力す

るとともに、子会社を新設・拡充しております。 
今後も、経営ビジョンとして掲げた全ての設備に対応できるエンジニアリング能力のある「総

合プラントメンテナンス企業」を目指し、引き続き邁進し、経営基盤の強化を図ってまいります。 
なお、通期の業績予想につきましては、最近の経営動向を踏まえ、平成 24 年 5 月 8 日に公表

いたしました業績予想の修正を行っております。詳細につきましては、本日（平成 24 年 11 月 7
日）公表の「平成 25 年 3 月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 
 
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 

当社及び国内連結子会社は、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２四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。 
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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 13,615,438 10,128,061

受取手形・完成工事未収入金 32,816,858 31,567,727

有価証券 2,998,975 －

未成工事支出金 7,180,297 10,596,187

繰延税金資産 642,451 542,221

その他 369,767 313,197

貸倒引当金 △19,117 △19,550

流動資産合計 57,604,671 53,127,846

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,578,250 3,608,885

土地 7,245,812 7,466,812

その他（純額） 645,951 726,961

有形固定資産合計 11,470,014 11,802,659

無形固定資産 250,553 243,342

投資その他の資産   

投資有価証券 4,109,616 2,924,611

前払年金費用 1,000,617 713,700

長期前払費用 13,306 8,609

繰延税金資産 58,126 59,303

その他 318,048 276,723

貸倒引当金 △82,248 △79,174

投資その他の資産合計 5,417,466 3,903,774

固定資産合計 17,138,034 15,949,776

資産合計 74,742,706 69,077,623
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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   

支払手形・工事未払金 36,010,305 31,489,104

短期借入金 551,319 485,466

未払法人税等 2,396,421 1,218,727

未成工事受入金 1,640,330 1,697,140

工事損失引当金 210,800 97,700

完成工事補償引当金 26,600 18,700

賞与引当金 811,037 831,992

役員賞与引当金 30,000 11,150

その他 1,827,375 1,721,784

流動負債合計 43,504,190 37,571,765

固定負債   

長期借入金 57,897 248,893

繰延税金負債 371,286 202,093

退職給付引当金 73,562 61,350

役員退職慰労引当金 235,619 104,285

その他 116,142 233,439

固定負債合計 854,507 850,061

負債合計 44,358,698 38,421,826

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 26,101,917

自己株式 △37,323 △37,433

株主資本合計 29,923,959 30,507,842

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 △223,046

為替換算調整勘定 5,334 11,080

その他の包括利益累計額合計 134,310 △211,965

少数株主持分 325,737 359,919

純資産合計 30,384,008 30,655,796

負債純資産合計 74,742,706 69,077,623
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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) 

完成工事高 43,906,024 46,460,947

完成工事原価 38,837,138 41,750,386

完成工事総利益 5,068,886 4,710,561

販売費及び一般管理費 1,705,167 1,758,842

営業利益 3,363,719 2,951,718

営業外収益   

受取利息 12,105 8,268

受取配当金 46,268 47,444

受取賃貸料 89,458 83,204

受取保険金 － 138,194

その他 31,504 28,452

営業外収益合計 179,336 305,564

営業外費用   

支払利息 12,042 11,715

売上割引 36,037 69,034

為替差損 72,057 71,768

その他 23,661 33,725

営業外費用合計 143,798 186,244

経常利益 3,399,256 3,071,038

特別利益   

固定資産売却益 193 383

特別利益合計 193 383

特別損失   

固定資産売却損 － 3,374

固定資産除却損 2,034 928

投資有価証券評価損 2,178 33,743

ゴルフクラブ入会金評価損 2,812 3,914

特別損失合計 7,024 41,960

税金等調整前四半期純利益 3,392,426 3,029,461

法人税、住民税及び事業税 1,550,899 1,268,766

法人税等調整額 △106,102 26,702

法人税等合計 1,444,797 1,295,468

少数株主損益調整前四半期純利益 1,947,628 1,733,992

少数株主利益 64,929 28,774

四半期純利益 1,882,698 1,705,218
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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 1,947,628 1,733,992

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △213,974 △353,173

為替換算調整勘定 △1,855 5,746

その他の包括利益合計 △215,829 △347,427

四半期包括利益 1,731,799 1,386,565

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,668,394 1,358,942

少数株主に係る四半期包括利益 63,404 27,622
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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 3,392,426 3,029,461

減価償却費 244,654 242,969

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,191 △2,641

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △200 △7,900

工事損失引当金の増減額（△は減少） △79,460 △113,100

賞与引当金の増減額（△は減少） △720 2,364

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △67,600 △18,850

退職給付引当金の増減額（△は減少） 303,928 274,704

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △40,856 △137,254

受取利息及び受取配当金 △58,373 △55,713

支払利息及び手形売却損 12,042 11,715

複合金融商品償還損益（△は益） 4,217 －

為替差損益（△は益） 73,368 62,207

投資有価証券評価損益（△は益） 2,178 33,743

ゴルフクラブ入会金評価損益（△は益） 2,812 3,914

固定資産売却損益（△は益） △193 2,991

固定資産除却損 2,034 928

売上債権の増減額（△は増加） △7,409,310 2,077,967

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,754,735 △3,260,336

仕入債務の増減額（△は減少） 8,970,423 △4,709,890

未成工事受入金の増減額（△は減少） △361,586 △231,549

未払消費税等の増減額（△は減少） △164,408 △99,060

その他 △19,759 79,338

小計 1,065,073 △2,813,989

利息及び配当金の受取額 58,373 55,713

利息の支払額 △12,042 △11,715

法人税等の支払額 △968,648 △2,422,288

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,757 △5,192,280

投資活動によるキャッシュ・フロー   

長期性預金の預入による支出 － △11,500

長期性預金の払戻による収入 － 200,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △120,065 △242,017

有形及び無形固定資産の売却による収入 250 1,558

投資有価証券の取得による支出 △3,553 △86,498

投資有価証券の売却及び償還による収入 71,482 200,325

貸付けによる支出 △690 △35,495

貸付金の回収による収入 5,600 13,110

子会社株式の取得による支出 △7,826 －

その他 △12,372 2,868

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,174 42,351

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） 201,460 △221,695

長期借入金の返済による支出 △13,062 △131,066

自己株式の取得による支出 △159 △109

配当金の支払額 △1,160,039 △1,153,159

少数株主への配当金の支払額 △200 △2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △972,001 △1,508,031

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,223 △56,512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △971,643 △6,714,473

現金及び現金同等物の期首残高 15,931,193 16,414,414

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 660,865 416,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,620,416 10,116,561
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（４）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
（５）セグメント情報等 
  【セグメント情報】 
   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 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） 
   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。 
 
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
   該当事項はありません。 
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