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

25年3月期第3四半期 13,159 0.5 △160 ― △115 ― △123 ―
24年3月期第3四半期 13,097 △10.3 38 ― 81 ― △102 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △113百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △168百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 △11.01 ―
24年3月期第3四半期 △9.13 ―

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3四半期 14,060 7,953 56.6 710.32
24年3月期 16,796 8,245 49.1 736.42
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  7,953百万円 24年3月期  8,245百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 8.00 ―
25年3月期（予想） 8.00 16.00

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 21,500 3.4 600 4.3 650 5.2 320 109.2 28.58



(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）  ：  有  

（注）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（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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 

（注）「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レビュー手続の対象外ではありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表
に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「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 1社 （社名） FUJITA ENGINEERING ASIA PTE. LT
D.

、 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3Q 11,700,000 株 24年3月期 11,700,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 502,800 株 24年3月期 502,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 11,197,200 株 24年3月期3Q 11,197,200 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間における日本経済は、復興需要によって下支えられつつも、欧州の長引く債務問題、

新興国の成長鈍化等を背景とした景気の下振れリスクを抱える中で推移致しました。新政権による経済再生戦略へ

の期待感から景気回復の兆しは見えつつありますが、全体として停滞感は強く、依然として先行き不透明な状況が

続いております。

当社グループの主力事業の属する国内建設市場におきましては、公共設備投資については堅調に推移しておりま

すが、民間設備投資については今後の持ち直しが期待されるものの、引き続き厳しい市場環境が続くことが予想さ

れます。

当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、前第３四半期連結累計期間より62百万円増加

し131億59百万円（前年同四半期比0.5％の増加）、営業損失は１億60百万円（前年同四半期は営業利益38百万

円）、経常損失は１億15百万円（前年同四半期は経常利益81百万円）、四半期純損失は１億23百万円（前年同四半

期は四半期純損失１億２百万円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

① 建設事業

当社グループの主力事業である当事業におきましては、各部門とも大型工事の受注があったことから受注高は

97億６百万円（前年同四半期比31.7％の増加）となりました。部門別では、産業設備工事が34億95百万円（前年

同四半期比40.5％の増加）、ビル設備工事が24億37百万円（前年同四半期比11.4％の増加）、環境設備工事が37

億74百万円（前年同四半期比40.1％の増加）となりました。

売上高は、産業設備工事が堅調であったものの、ビル設備工事、環境設備工事が減少したため60億57百万円

（前年同四半期比1.9％の減少）となりました。部門別では、産業設備工事が30億16百万円（前年同四半期比

31.2％の増加）、ビル設備工事が20億20百万円（前年同四半期比12.6％の減少）、環境設備工事が10億19百万円

（前年同四半期比34.7％の減少）となりました。

なお、当事業は通常の営業形態として、第４四半期連結会計期間に完成する工事の割合が大きいため、第４四

半期連結会計期間の売上高が他の四半期連結会計期間に比べて高くなる季節的変動があります。

② 機器販売及び情報システム事業

当事業におきましては、情報システム関連は前年並みに推移しましたが、機器販売は空調機、変圧器、発電機

などが増加したことにより、売上高は34億84百万円（前年同四半期比10.6％の増加）となりました。

③ 機器のメンテナンス事業

当事業におきましては、設備機器メンテナンスは、企業の経費抑制から保守点検等の受注が低調に推移しまし

たが、太陽光発電機器設置の受注が公的助成金制度の継続等により堅調であり、売上高は34億97百万円（前年同

四半期比0.6％の増加）となりました。

④ 電子部品製造事業

当事業におきましては、製造工程省力化装置の受注が減少し、デジタル家電向け光デバイスなどの半導体関連

部品の受注も低調であったことから、売上高は８億53百万円（前年同四半期比21.3％の減少）となりました。

なお、生産実績（販売価格）は以下のとおりであります。 

⑤ その他

その他の事業の公共水道施設維持管理事業におきましては、受託業務の増加により売上高は２億５百万円（前

年同四半期比4.8％の増加）となりました。

（注）１．上記売上高はセグメント間取引消去前の金額によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

区分
前第３四半期連結累計期間

（百万円）
当第３四半期連結累計期間

（百万円）

電子部品のペレタイズ加工 502 414

電子部品の組立 235 154

基盤組立他 345 284

合計 1,084 853



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ27億36百万円減少し140億60百万円と

なりました。これは主に完成工事未収入金が19億44百万円、現金預金が11億62百万円それぞれ減少し、未成工事

支出金が４億77百万円増加したこと等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ24億43百万円減少し、61億６百万円となりました。これは主に工事未払金が

15億５百万円、買掛金が５億88百万円、未払法人税等が２億16百万円それぞれ減少したこと等によるものであり

ます。

純資産は、前連結会計年度末に比べ２億92百万円減少し79億53百万円となりました。これは主に四半期純損失

を１億23百万円計上し、配当の支払を１億79百万円行ったこと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、現時点において、平成24年５月14日に公表の数値から変更はありません。

（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、新たに設立したFUJITA ENGINEERING ASIA PTE.LTD.を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

会計方針の変更

（減価償却方法の変更）

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。

なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

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



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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 3,860,709 2,698,066

受取手形 759,693 678,874

完成工事未収入金 3,960,687 2,016,267

売掛金 2,289,591 1,960,959

有価証券 100,000 －

未成工事支出金 151,979 629,515

商品 100,623 144,591

仕掛品 346,764 530,458

材料貯蔵品 39,214 31,977

その他 281,002 561,657

貸倒引当金 △4,086 △5,506

流動資産合計 11,886,180 9,246,861

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 3,199,556 3,218,327

減価償却累計額 △2,004,419 △2,066,958

建物・構築物（純額） 1,195,137 1,151,369

土地 2,293,811 2,293,811

建設仮勘定 － 2,441

その他 683,379 706,805

減価償却累計額 △448,461 △519,980

その他（純額） 234,917 186,824

有形固定資産合計 3,723,866 3,634,446

無形固定資産

のれん 178,876 156,517

その他 112,922 107,563

無形固定資産合計 291,798 264,080

投資その他の資産

投資有価証券 519,133 540,274

その他 439,661 439,040

貸倒引当金 △64,486 △64,692

投資その他の資産合計 894,309 914,622

固定資産合計 4,909,974 4,813,149

資産合計 16,796,154 14,060,011



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,494,610 1,475,283

工事未払金 2,217,762 712,615

買掛金 1,448,306 860,291

短期借入金 804,996 824,996

未払法人税等 255,746 39,081

未成工事受入金 241,250 268,449

完成工事補償引当金 12,700 12,700

賞与引当金 203,655 87,363

役員賞与引当金 31,500 －

工事損失引当金 10,257 7,022

その他 600,463 595,523

流動負債合計 7,321,249 4,883,326

固定負債

長期借入金 131,416 107,669

退職給付引当金 811,738 860,993

役員退職慰労引当金 173,930 182,195

その他 112,009 72,205

固定負債合計 1,229,093 1,223,063

負債合計 8,550,342 6,106,390

純資産の部

株主資本

資本金 1,029,213 1,029,213

資本剰余金 805,932 805,932

利益剰余金 6,590,966 6,288,531

自己株式 △213,872 △213,872

株主資本合計 8,212,239 7,909,803

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,572 42,709

為替換算調整勘定 － 1,107

その他の包括利益累計額合計 33,572 43,817

純資産合計 8,245,811 7,953,620

負債純資産合計 16,796,154 14,060,011



（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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 13,097,066 13,159,927

売上原価 11,227,516 11,541,324

売上総利益 1,869,550 1,618,602

販売費及び一般管理費

従業員給料手当 912,380 900,777

賞与引当金繰入額 25,020 25,868

退職給付引当金繰入額 25,493 22,766

役員退職慰労引当金繰入額 6,206 8,265

のれん償却額 22,359 22,359

その他 839,322 799,022

販売費及び一般管理費合計 1,830,783 1,779,060

営業利益又は営業損失（△） 38,767 △160,457

営業外収益

受取利息 491 1,161

受取配当金 5,757 7,351

受取褒賞金 27,474 21,746

その他 35,380 49,758

営業外収益合計 69,103 80,018

営業外費用

支払利息 8,087 7,453

貸倒引当金繰入額 12,744 24,496

その他 5,135 2,780

営業外費用合計 25,967 34,730

経常利益又は経常損失（△） 81,903 △115,169

特別損失

役員退職慰労金 188,000 －

特別損失合計 188,000 －

税金等調整前四半期純損失（△） △106,096 △115,169

法人税、住民税及び事業税 69,765 103,059

法人税等調整額 △73,666 △94,948

法人税等合計 △3,901 8,110

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △102,195 △123,280

四半期純損失（△） △102,195 △123,280



（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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △102,195 △123,280

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △66,256 9,137

為替換算調整勘定 － 1,107

その他の包括利益合計 △66,256 10,244

四半期包括利益 △168,452 △113,035

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △168,452 △113,035

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。

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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