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

24年3月期第3四半期 15,417 4.2 294 53.9 306 59.1 79 △16.2

23年3月期第3四半期 14,797 △19.1 191 △83.9 192 △84.0 94 △86.3

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △26百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 89百万円 （―％）

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3四半期 14.77 ―

23年3月期第3四半期 17.62 ―

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

24年3月期第3四半期 18,612 9,227 49.6 1,724.52
23年3月期 16,886 9,334 55.3 1,744.47

（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  9,227百万円 23年3月期  9,334百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ― 0.00 ―

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、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 21,000 3.3 470 105.1 550 133.9 250 119.8 46.72



(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３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」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の対象外でありますが、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成23年５月13日発表の通期連結業績予想は修正しておりません。上記予想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、
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２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3Q 5,364,000 株 23年3月期 5,364,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 13,168 株 23年3月期 13,120 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,350,869 株 23年3月期3Q 5,350,880 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わが国経済は、東日本大震災の影響による停滞を脱し、回復途上にあるもの

の、欧州債務危機の深刻化や歴史的な円高、タイ国の大洪水などにより輸出が停滞し、依然として不透明な状況で

推移しました。 

 設備工事業界におきましては、電力供給問題、円高等から製造業の海外シフトが加速し、設備投資は海外好調、

国内低調で推移しました。 

 このような状況下で当社グループは、受注の確保・拡大を図ってまいりました。設備工事事業は、更新投資、保

全工事など中小工事物件が比較的堅調に推移し、前年同期を上回りました。タイ国の表面処理事業は、自動車部品

が東日本大震災の影響により一時的な生産停滞の影響を受け、前年同期を下回りました。この結果、受注高は

百万円（前年同期比 %増）となりました。売上高も 百万円（同 %増）と前年同期を上回りまし

た。                   

 利益面につきましては、全般的な競争激化に伴う利益率の低下に加え不採算工事がありましたが、増収効果と一

般管理費の削減により、営業利益 百万円（同 %増）、経常利益 百万円（同 %増）となりました。四半

期純利益は法人税等改正の影響があり 百万円（同 %減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加しまし 

た。 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百 

万円増加しました。主に受取手形・完成工事未収入金、未成工事支出金等の増加によるものであります。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円 

増加しました。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万

円増加しました。主に短期借入金等の増加によるものであります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円 

減少しました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減

少しました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％から ％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  業績予想につきましては、設備工事事業、表面処理事業、その他の事業とも受注高は現在まで概ね予想通り推 

移しており、平成23年5月13日発表の業績予想（決算短信）から変更しておりません。しかしながら、受注競争は

激化しており厳しい状況が続くものと思われます。今後の情勢により業績予想について見直しが必要と判断した場

合には速やかに開示いたします。 

 (注）上記予想は、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、実際の業績は今 

       後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

16,968 3.7 15,417 4.2

294 53.9 306 59.1

79 16.2

18,612 1,725

13,726 1,692

4,886 33

8,191 1,922

1,193 89

9,227 106

55.3 49.6
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（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３四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しております。  

 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。 

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,087,265 2,154,876

受取手形・完成工事未収入金等 7,800,858 10,240,206

未成工事支出金 302,846 904,741

その他のたな卸資産 127,513 130,076

繰延税金資産 234,679 234,679

その他 483,498 62,608

貸倒引当金 △3,065 △1,014

流動資産合計 12,033,596 13,726,175

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,959,724 3,936,256

機械、運搬具及び工具器具備品 2,032,059 1,984,998

土地 1,452,819 1,447,107

リース資産 68,828 99,872

建設仮勘定 10,788 135,704

減価償却累計額 △3,557,119 △3,693,465

有形固定資産合計 3,967,100 3,910,473

無形固定資産 91,804 100,584

投資その他の資産   

投資有価証券 420,252 494,699

繰延税金資産 281,560 283,085

その他 93,666 97,445

貸倒引当金 △1,223 －

投資その他の資産合計 794,256 875,231

固定資産合計 4,853,161 4,886,289

資産合計 16,886,757 18,612,464
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 3,097,201 3,341,565

短期借入金 1,340,000 2,640,000

リース債務 13,154 19,553

未払金 906,550 1,125,276

未払費用 253,016 247,551

未払法人税等 19,406 187,388

未成工事受入金 31,982 240,128

完成工事補償引当金 19,271 19,974

工事損失引当金 9,000 2,700

賞与引当金 522,769 268,194

役員賞与引当金 31,000 －

その他 25,311 98,824

流動負債合計 6,268,664 8,191,158

固定負債   

長期借入金 350,000 245,000

リース債務 36,209 49,684

退職給付引当金 665,107 657,025

役員退職慰労引当金 232,310 241,938

固定負債合計 1,283,627 1,193,648

負債合計 7,552,291 9,384,806

純資産の部   

株主資本   

資本金 885,320 885,320

資本剰余金 1,475,320 1,475,320

利益剰余金 7,323,307 7,322,084

自己株式 △6,485 △6,507

株主資本合計 9,677,461 9,676,217

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,368 27,138

為替換算調整勘定 △371,364 △475,697

その他の包括利益累計額合計 △342,995 △448,559

純資産合計 9,334,465 9,227,658

負債純資産合計 16,886,757 18,612,464
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

売上高 14,797,413 15,417,274

売上原価 12,942,784 13,528,973

売上総利益 1,854,628 1,888,300

販売費及び一般管理費 1,663,450 1,594,078

営業利益 191,177 294,222

営業外収益   

受取利息 414 867

受取配当金 6,432 4,749

受取地代家賃 23,356 23,521

その他 11,524 18,643

営業外収益合計 41,728 47,781

営業外費用   

支払利息 17,223 13,487

債権売却損 5,393 2,950

コミットメントフィー 7,900 7,859

投資有価証券評価損 8,945 6,960

その他 848 4,271

営業外費用合計 40,310 35,529

経常利益 192,595 306,474

特別利益   

固定資産売却益 807 480

投資有価証券売却益 14,063 5,412

補助金収入 16,935 －

特別利益合計 31,806 5,892

特別損失   

固定資産処分損 336 818

固定資産売却損 394 13

固定資産圧縮損 16,935 －

投資有価証券評価損 21,584 30,656

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,019 －

その他 350 40

特別損失合計 48,619 31,528

税金等調整前四半期純利益 175,782 280,839

法人税等 81,511 201,798

少数株主損益調整前四半期純利益 94,271 79,040

少数株主利益 － －

四半期純利益 94,271 79,040
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（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 94,271 79,040

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,438 △1,230

為替換算調整勘定 △399 △104,333

その他の包括利益合計 △4,837 △105,563

四半期包括利益 89,434 △26,522

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 89,434 △26,522

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

「参考資料」  

（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

４．補足情報

     受注の状況 （単位：千円）

区分 
前年同四半期 

（平成23年３月期 
  第３四半期） 

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)

増減 増減率％ 

 設備工事事業   

   産業プラント設備工事 6,072,409  6,423,639

 

 351,229  5.8

      設備保全工事  3,911,910  4,310,790  398,879  10.2

      電気計装工事  3,409,966  3,589,630  179,664  5.3

      送電工事  1,118,993  1,084,941  △34,052  △3.0

      管工事  1,005,820  800,207  △205,613  △20.4

 小計  15,519,101  16,209,209  690,108  4.4

 表面処理事業  599,509  512,362  △87,146  △14.5

 その他（鋳造用工業炉）  238,895  246,438  7,542  3.2

合計  16,357,506  16,968,010  610,504  3.7
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