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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 4,989 61.2 △112 ― △95 ― △58 ―
23年3月期第1四半期 3,094 6.8 △354 ― △348 ― △222 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △24百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △191百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △4.56 ―
23年3月期第1四半期 △17.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 16,445 8,912 54.2
23年3月期 16,387 9,128 55.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,912百万円 23年3月期  9,128百万円

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

23年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 15.00 15.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 10,000 22.1 △40 ― △20 ― △20 ― △1.57
通期 25,000 20.0 630 30.2 680 17.4 400 31.6 31.31



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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 
１．平成23年５月13日に公表致しました連結業績予想から、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。 
２．本資料に掲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情報に基づいており、実際
の業績等は今後様々な要因により大きく変わる可能性があります。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 12,780,000 株 23年3月期 12,780,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,260 株 23年3月期 3,260 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,776,740 株 23年3月期1Q 12,776,740 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策や新興国への輸出が増加したことなどに

より景気に緩やかな回復の兆しがみられたものの、東日本大震災による影響が色濃く残るなか、海外情勢の先行

き不安、長期化する円高、原発事故に伴う電力供給の問題などにより先行き不透明感が続く状況にありました。 

建設業界におきましても、国内民間需要に持ち直しの動きが見られるものの、東日本大震災による今後の影響

も懸念されるなど、先行きは予断を許さない状態が続いております。 

このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間における当企業集団の売上高は 4,989百万円（前年同四半

期比 61.2％増）となりました。 

これに伴い、営業損失は 112百万円（前年同四半期 営業損失 354百万円）となり、経常損失は 95百万円（前

年同四半期 経常損失 348百万円）となりました。 

また、四半期純損益につきましては、前年同四半期から 164百万円利益増加の、四半期純損失 58百万円（前年

同四半期純損失 222百万円）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりです。 

・エンジニアリング事業 

国内外の非鉄金属プラント工事の受注が増加したことなどにより、売上高は 4,647百万円（前年同四半期

比 76.6％増）となりました。  

セグメント損益は、セグメント利益 161百万円（前年同四半期 セグメント損失 135百万円）となりまし

た。 

・パイプ事業 

公共投資の縮減に伴い官公庁よりの受注が減少したことなどにより、売上高は 396百万円（前年同四半期

比 20.7％減）となりました。  

セグメント損益は、セグメント損失 109百万円（前年同四半期 セグメント損失 70百万円）となりまし

た。 

（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１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較して、未成工事支出金が 589百万円

増加したことなどにより、58百万円増加の 16,445百万円となりました。 

負債については、未成工事受入金が 379百万円増加したことなどにより、274百万円増加の7,533百万円とな

り、また、純資産は 215百万円減少の 8,912百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は 54.2％となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間末において、借入金等の有利子負債はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表致しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によってお

ります。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,689,030 1,880,195

受取手形・完成工事未収入金等 8,557,958 6,577,386

未成工事支出金 950,529 1,539,706

商品及び製品 104,587 147,019

材料貯蔵品 268,369 345,750

預け金 2,106,346 3,224,164

繰延税金資産 284,907 326,291

その他 93,013 124,640

貸倒引当金 △2,494 △6,020

流動資産合計 14,052,249 14,159,134

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 421,270 444,270

機械・運搬具 2,007,300 2,007,749

工具器具・備品 863,297 867,627

土地 1,099,000 1,099,000

リース資産 19,924 19,924

建設仮勘定 92,211 101,691

減価償却累計額 △2,975,166 △2,993,561

有形固定資産合計 1,527,837 1,546,702

無形固定資産   

のれん 6,395 －

ソフトウエア 46,414 41,767

その他 8,296 8,278

無形固定資産合計 61,106 50,045

投資その他の資産   

投資有価証券 70,457 72,187

繰延税金資産 438,231 435,835

その他 249,567 190,619

貸倒引当金 △12,308 △8,552

投資その他の資産合計 745,948 690,089

固定資産合計 2,334,892 2,286,837

資産合計 16,387,142 16,445,971



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,269,783 4,584,743

未払法人税等 316,846 7,296

未成工事受入金 474,111 853,149

賞与引当金 317,000 166,000

役員賞与引当金 20,000 －

完成工事補償引当金 238,200 72,500

工事損失引当金 12,800 19,000

その他 262,756 438,718

流動負債合計 5,911,498 6,141,407

固定負債   

退職給付引当金 1,245,080 1,294,744

役員退職慰労引当金 77,122 72,445

繰延税金負債 280 291

その他 24,501 24,215

固定負債合計 1,346,985 1,391,696

負債合計 7,258,483 7,533,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,085,350 1,085,350

資本剰余金 684,400 684,400

利益剰余金 7,716,285 7,466,383

自己株式 △2,083 △2,083

株主資本合計 9,483,952 9,234,050

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 68 4,635

為替換算調整勘定 △355,361 △325,818

その他の包括利益累計額合計 △355,293 △321,182

純資産合計 9,128,659 8,912,867

負債純資産合計 16,387,142 16,445,971



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高   

完成工事高 2,627,633 4,470,329

兼業事業売上高 467,332 519,052

売上高合計 3,094,965 4,989,382

売上原価   

完成工事原価 2,444,480 4,066,173

兼業事業売上原価 386,700 431,781

売上原価合計 2,831,180 4,497,954

売上総利益   

完成工事総利益 183,152 404,156

兼業事業総利益 80,631 87,271

売上総利益合計 263,784 491,427

販売費及び一般管理費 617,882 603,998

営業損失（△） △354,097 △112,571

営業外収益   

受取利息 15,641 16,498

持分法による投資利益 － 424

雑収入 2,775 2,878

営業外収益合計 18,417 19,801

営業外費用   

支払利息 58 48

手形売却損 915 301

為替差損 6,466 338

持分法による投資損失 3,924 －

賃貸収入原価 1,021 1,908

雑支出 146 146

営業外費用合計 12,534 2,743

経常損失（△） △348,214 △95,512

特別損失   

固定資産除却損 10,568 55

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,608 －

貸倒引当金繰入額 － 152

会員権評価損 2,925 －

特別損失合計 22,101 208

税金等調整前四半期純損失（△） △370,316 △95,721

法人税等 △147,626 △37,470

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △222,689 △58,250

四半期純損失（△） △222,689 △58,250



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △222,689 △58,250

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 △11,389 4,567

為替換算調整勘定 40,055 28,238

持分法適用会社に対する持分相当額 2,558 1,304

その他の包括利益合計 31,224 34,110

四半期包括利益 △191,465 △24,140

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △191,465 △24,140



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

  

Ⅱ 当第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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

   

 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

  （単位：千円）

  エンジニアリング事業 パイプ事業  合計  

売上高       

外部顧客への売上高 2,610,826  484,139 3,094,965

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
21,610  16,178 37,788

計 2,632,436  500,317 3,132,754

セグメント損失（△） △135,408  △70,731 △206,139

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計 △206,139

全社費用（注） △142,074

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △348,214

  （単位：千円）

  エンジニアリング事業 パイプ事業  合計  

売上高       

外部顧客への売上高 4,647,960  341,421 4,989,382

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  55,451 55,451

計 4,647,960  396,872 5,044,833

セグメント利益又は損失（△） 161,347  △109,020 52,327

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計 52,327

全社費用（注） △147,840

四半期連結損益計算書の経常損失（△） △95,512

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績  

 当企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。 

  

②受注実績 

 当第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） 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③売上実績 

 当第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） 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

４．補足情報

セグメントの名称 受注高（千円） 
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

エンジニアリング事業  10,407,587  323.6  9,263,094  110.3

パイプ事業  381,084  33.4  1,040,810  48.3

セグメント間の内部売上高又は振替高  △4,618  －  △262,229  －

合計  10,784,053  247.6  10,041,675  95.5

セグメントの名称 売上高（千円） 前年同四半期比（％） 

エンジニアリング事業  4,647,960  176.6

パイプ事業  396,872  79.3

セグメント間の内部売上高又は振替高  △55,451  －

合計  4,989,382  161.2
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