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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 9,123 5.6 111 ― 138 ― △29 ―
23年3月期第2四半期 8,636 6.9 △339 ― △304 ― △193 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △81百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △230百万円 （―％）

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2四半期 △2.64 ―
23年3月期第2四半期 △17.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,512 8,110 55.9
23年3月期 18,773 8,281 44.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,110百万円 23年3月期  8,281百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ― 8.00
24年3月期（予想） ― 8.00 16.00

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、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 22,500 △1.7 460 8.2 520 7.0 310 6.9 27.69



(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、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、四半期
決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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2Q 11,700,000 株 23年3月期 11,700,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 502,800 株 23年3月期 502,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,197,200 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の発生により極めて深刻な打撃を受け、生産や輸

出が減少し企業収益や設備投資の動向も鈍化する等厳しい状況となりました。震災後、サプライチェーンの立て直

しや工場の操業再開等持ち直しの兆しが見られるものの、電力供給の制約や円高の進行など、先行きの不透明感が

払拭できないまま推移致しました。 

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、民間設備投資、公共設備投資ともに下げ止まり

つつあるものの、企業収益の低迷や景気の下振れ懸念等から企業の設備投資に対する慎重な姿勢が継続し、厳しい

市場環境が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは本年４月から３ヶ年の中期経営計画「Ｒａｓｈ－９０」をスタートさ

せ、全社を挙げて徹底的な意識改革を図り、新たな成長軌道の実現に向けて具体的な取組みを開始致しました。 

当第２四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２四半期連結累計期間より４億87百万円

増加し91億23百万円（前年同四半期比5.6％の増加）、営業利益は１億11百万円（前年同四半期は営業損失３億39

百万円）、経常利益は１億38百万円（前年同四半期は経常損失３億４百万円）、四半期純損失は29百万円（前年同

四半期は四半期純損失１億93百万円）となりました。なお、第１四半期において、過去に退任した役員に対する子

会社からの慰労金の支給による役員退職慰労金１億88百万円を計上しております。 

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、環境施設関連で大型工事の受注が増加したものの、製

造工場関連の受注が低調であったため、受注高は42億76百万円（前年同四半期比5.0％の減少）となりました。

部門別では、産業設備工事が13億75百万円（前年同四半期比29.9％の減少）、ビル設備工事が15億７百万円（前

年同四半期比0.3％の減少）、環境設備工事が13億93百万円（前年同四半期比35.9％の増加）となりました。 

売上高は、環境設備工事の売上は減少しましたが、産業設備工事の売上が堅調であったため、43億84百万円

（前年同四半期比11.4％の増加）となりました。部門別では、産業設備工事が18億75百万円（前年同四半期比

33.8％の増加）、ビル設備工事が14億４百万円（前年同四半期比7.4％の増加）、環境設備工事が11億５百万円

（前年同四半期比10.0％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ネットワーク工事が減少したものの、機器販売は空調機、照明な

どが増加したことにより、売上高は22億12百万円（前年同四半期比7.4％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、太陽光発電機器設置の受注は前年並みに推移しましたが、設備機器メンテナンスは工

事関連の受注が堅調であり、売上高は23億71百万円（前年同四半期比3.6％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製作の受注が増加しましたが、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が減少したため、売上高は７億64百万円（前年同四半期比7.9％の減少）となりまし

た。 

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、運転管理受託体制や緊急対応体制を整備し、きめ

細かな施設維持管理と顧客ニーズを捉えた提案活動を行った結果、売上高は１億20百万円（前年同四半期比

5.1％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



（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２四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42億60百万円減少し145億12百万円と

なりました。これは主に完成工事未収入金が26億13百万円、現金預金が14億15百万円、売掛金が２億57百万円そ

れぞれ減少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40億89百万円減少し、64億２百万円となりました。これは主に支払手形が22

億48百万円、工事未払金が13億65百万円、買掛金が２億78百万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１億71百万円減少し81億10百万円となりました。これは主に四半期純損失

を29百万円計上し、配当の支払を89百万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23年５月13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 

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 

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 

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,206,907 3,791,592

受取手形 647,567 645,399

完成工事未収入金 4,363,085 1,749,143

売掛金 2,524,711 2,267,696

未成工事支出金 146,014 263,476

商品 109,552 105,826

仕掛品 337,319 400,097

材料貯蔵品 26,285 36,709

その他 350,258 286,104

貸倒引当金 △3,846 △1,168

流動資産合計 13,707,855 9,544,878

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 3,175,437 3,214,013

減価償却累計額 △1,926,282 △1,972,119

建物・構築物（純額） 1,249,154 1,241,894

土地 2,293,811 2,293,811

建設仮勘定 22,092 22,092

その他 636,701 633,921

減価償却累計額 △380,474 △412,916

その他（純額） 256,226 221,004

有形固定資産合計 3,821,285 3,778,802

無形固定資産   

のれん 208,689 193,783

その他 138,834 133,503

無形固定資産合計 347,523 327,286

投資その他の資産   

投資有価証券 528,851 448,265

その他 419,560 472,359

貸倒引当金 △51,678 △59,034

投資その他の資産合計 896,733 861,591

固定資産合計 5,065,542 4,967,680

資産合計 18,773,397 14,512,559



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,808,891 1,560,460

工事未払金 2,265,056 899,518

買掛金 1,359,941 1,081,092

短期借入金 804,996 804,996

未払法人税等 128,925 46,420

未成工事受入金 236,220 192,536

完成工事補償引当金 10,300 10,300

工事損失引当金 － 7,305

賞与引当金 167,587 137,987

役員賞与引当金 8,000 －

その他 515,718 485,304

流動負債合計 9,305,637 5,225,923

固定負債   

長期借入金 176,412 153,914

退職給付引当金 759,746 797,136

役員退職慰労引当金 98,250 101,870

その他 151,799 123,232

固定負債合計 1,186,207 1,176,152

負債合計 10,491,845 6,402,076

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 6,616,572 6,497,450

自己株式 △213,872 △213,872

株主資本合計 8,237,845 8,118,722

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 43,707 △8,239

その他の包括利益累計額合計 43,707 △8,239

純資産合計 8,281,552 8,110,482

負債純資産合計 18,773,397 14,512,559



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

売上高 8,636,475 9,123,854

売上原価 7,727,806 7,786,352

売上総利益 908,668 1,337,501

販売費及び一般管理費   

従業員給料手当 573,166 575,895

賞与引当金繰入額 40,454 40,695

退職給付引当金繰入額 16,127 16,808

役員退職慰労引当金繰入額 3,360 4,126

のれん償却額 14,906 14,906

その他 599,793 573,890

販売費及び一般管理費合計 1,247,807 1,226,323

営業利益又は営業損失（△） △339,139 111,178

営業外収益   

受取利息 493 391

受取配当金 3,166 4,260

受取褒賞金 14,208 14,244

保険配当金 8,669 8,231

その他 14,621 17,692

営業外収益合計 41,159 44,819

営業外費用   

支払利息 5,819 5,439

貸倒引当金繰入額 － 10,935

その他 1,051 1,386

営業外費用合計 6,870 17,760

経常利益又は経常損失（△） △304,850 138,237

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,730 －

特別利益合計 3,730 －

特別損失   

固定資産除却損 46 －

投資有価証券評価損 10,087 －

役員退職慰労金 － 188,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,258 －

特別損失合計 16,392 188,000

税金等調整前四半期純損失（△） △317,512 △49,762

法人税、住民税及び事業税 61,973 42,872

法人税等調整額 △185,975 △63,090

法人税等合計 △124,001 △20,217

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △193,510 △29,544

四半期純損失（△） △193,510 △29,544



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △193,510 △29,544

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,258 △51,947

その他の包括利益合計 △37,258 △51,947

四半期包括利益 △230,769 △81,491

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △230,769 △81,491

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


	ヘッダー3: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー4: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー5: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー6: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー7: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー8: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー9: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー10: 藤田エンジニアリング㈱　（１７７０）　平成24年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


