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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 19,205 △13.8 381 △63.6 376 △62.4 215 △65.1

23年3月期第2四半期 22,289 0.0 1,050 △15.2 1,001 △15.0 617 △2.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 101百万円 （△81.8％） 23年3月期第2四半期 557百万円 （―％）

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 33.99 6.41
23年3月期第2四半期 97.50 18.38

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 26,062 9,344 35.8
23年3月期 25,526 9,364 36.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,343百万円 23年3月期  9,363百万円

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  

※上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。なお、当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式の状況については、「種類株式
の配当の状況」をご覧下さい。 

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 ― 10.00 10.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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  ：  有  
※通期の１株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、前期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当期純利益から控除し、算出しており
ます。 

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 39,000 △5.2 1,050 △20.6 980 △22.2 500 △33.1 69.80



(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は終了しておりません。 

※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、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
の業績は様々な要因により大きく異な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2Q 7,220,950 株 23年3月期 7,220,950 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 888,542 株 23年3月期 887,838 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 6,332,804 株 23年3月期2Q 6,333,493 株



 

 

 
 

（百万円未満切捨て）  

（参考）個別業績の概要 

１．平成 24 年 3 月期第 2 四半期の個別業績（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日） 

(1) 個別経営成績（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 17,600 △12.1 299 △67.1 339 △63.1 199 △64.9

23 年 3 月期第 2 四半期 20,030 △5.2 909 △20.7 918 △18.7 568 △6.4

 

 
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 31.53 5.94

23 年 3 月期第 2 四半期 89.76 16.92

 

(2) 個別財政状態 

 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 25,741 9,317 36.2

23 年 3 月期 24,841 9,257 37.3

（参考）自己資本  24 年 3 月期第 2 四半期  9,317 百万円  23 年 3 月期 9,257 百万円 

 

２．平成 24 年 3 月期の個別業績予想（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） 

 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 36,500 △2.5 960 △15.9 900 △21.1 450 △33.4 61.90

（注）直近に公表されている業績予想（個別）からの修正の有無 ： 有 

  ※通期の 1 株当たり当期純利益は、優先株式の配当金が未定のため、前期の優先株式の配当年率を使用した配当金を当

期純利益から控除し、算出しております。 

 

 

 

種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

○ Ｂ種株式（優先株式） 

 １株当たり配当金 

 
第 1 

四半期末 

第 2 

四半期末 

第 3 

四半期末 
期末 合計 

   円  銭  厘    円  銭  厘   円  銭  厘   円  銭  厘   円  銭  厘

23 年 3 月期     11 60 0  11 60 0 

24 年 3 月期      

24 年 3 月期（予想）    未定 未定 

（注）平成 24 年 3 月期の予想につきましては、配当年率が平成 24 年 4 月 1 日の日本円 TIBOR（6 ヶ月物）に 1.00％を加えた

率による予定のため、現時点では未定とさせていただきます。 
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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わが国経済は、東日本大震災からの復旧対応に伴い、企業の生産・輸出活動
や個人消費に回復の兆しが見られたものの、長期化する電力供給不安に加え、欧州の金融不安を背景とした円高等
の影響から、景気の先行きに予断を許さない状況が続きました。 
  当社グループの関連するプラント業界におきましては、東日本大震災により、製造設備を被災されたお客様の生
産活動に持ち直しの動きが見られましたが、国内向け設備投資の抑制が継続する中、受注競争も激化しており、当
社グループを取り巻く経営環境は、厳しい状況で推移いたしました。 
 このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上面につきましては、東日本大震災に伴う復旧対応工事に取
り組むとともに、操業度維持を意識しながら、得意分野を中心とする工事案件を確実に受注してまいりましたが、
例年に比べ大型工事案件が少なく、化学プラント・石油天然ガスプラント等の建設・保全工事が減少したため、売
上高は192億5百万円（前年同四半期比13.8％減）となりました。 
 また、損益面につきましては、事前工事計画の徹底、大型工事の工事管理の徹底による効率化、コストダウンの
推進等に努めましたが、売上高の減少や熾烈な価格競争等により、営業利益は3億8千1百万円（前年同四半期比
63.6％減）、経常利益は3億7千6百万円（前年同四半期比62.4％減）、四半期純利益は2億1千5百万円（前年同四半
期比65.1％減）となりました。 

  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
①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の資産合計は、260億6千2百万円で前連結会計年度末より5億3千6百万円増加しまし
た。増加の主な要因は、現金及び預金が2億2千4百万円減少したものの、未成工事支出金が8億7千6百万円増加した
こと等によるものです。 
  負債合計は、167億1千8百万円で、前連結会計年度末より、5億5千6百万円増加しました。増加の主な要因は、短
期借入金が7億8千万円、未成工事受入金が1億8千9百万円減少したものの、支払手形・工事未払金等が5億3千万
円、長期借入金が13億2千2百万円増加したこと等によるものです。 
  純資産は、93億4千4百万円で前連結会計年度末より、2千万円減少しました。減少の主な要因は、利益剰余金が9
千3百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が1千7百万円、為替換算調整勘定が9千6百万円減少したこ
と等によるものです。 
②キャッシュ・フローの状況に関する分析 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   営業活動による資金収支は、4億1千8百万円の支出となりました。 
   これは主に、仕入債務の増加額5億4千2百万円の収入と、未成工事支出金の増加額8億7千6百万円、法人税等 
 の支払額1億2千5百万円の支出によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動による資金収支は、4億7千1百万円の支出となりました。 
   これは主に、定期預金の預入による支出2億9千5百万円と、有形及び無形固定資産の取得による支出1億7千6 
 百万円によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   財務活動による資金収支は、4億1千2百万円の収入となりました。 
   これは主に、長期借入れによる収入17億円と、短期借入金の純減少額並びに長期借入金の返済による支出11億
 5千8百万円と配当金の支払額1億2千万円によるものです。 
   これにより、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5億2千万円減少し、20 
 億円となりました。  

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 当社グループを取り巻く経営環境は、東日本大震災後、お客様の設備投資計画の大幅な見直しが図られており、
今後も受注環境の悪化傾向や熾烈な価格競争が継続するものと予想され、先行き不透明感を払拭できない状況であ
ります。 
  このような状況下、当社グループも、原子力工事案件をはじめ、お客様の製造設備の海外移転・再編・統廃合等
の動きもある中、その影響も今後出てくる可能性があり、計画の大幅な見直しを余儀なくされており、平成24年度
以降の事業計画策定に向けて各種情報の収集・分析を進めております。 
 当社グループといたしましては、今後も引き続き、得意工事分野のさらなる深耕に加え、新規受注の開拓を図る
とともに、「入札段階及び施工段階におけるコストダウン」、「情報の共有化と迅速な対応」、「安全・品質・納
期等の施工管理の徹底」を確実に実行することで、目標利益の達成に向けてまい進してまいります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 なお、当第2四半期累計期間の業績につきましては、業績予想数値と実績値に差異が生じております。詳細につ
きましては、本日（平成23年11月4日）公表いたしました「第2四半期累計期間業績予想数値と実績値との差異に関
するお知らせ」をご参照ください。  
 また、通期の業績予想につきましては、平成23年8月5日の「平成24年3月期第1四半期決算短信」で公表いたしま
した内容に変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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   
現金及び預金 2,491,143 2,266,293 
受取手形・完成工事未収入金等 12,921,560 12,824,377 
有価証券 60,000 60,000 
未成工事支出金 1,308,776 2,185,758 
その他のたな卸資産 25,308 36,499 
繰延税金資産 53,187 64,742 
その他 95,359 129,869 
貸倒引当金 △5,953 △5,893 

流動資産合計 16,949,382 17,561,647 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,663,021 2,604,377 
機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 396,187 372,547 
土地 4,045,444 4,066,074 
建設仮勘定 － 53,901 
その他（純額） 62,615 65,612 
有形固定資産合計 7,167,269 7,162,513 

無形固定資産 304,900 252,659 
投資その他の資産   
投資有価証券 378,018 349,925 
長期貸付金 35,191 29,965 
繰延税金資産 367,240 386,441 
その他 324,472 319,726 
投資その他の資産合計 1,104,922 1,086,059 

固定資産合計 8,577,092 8,501,232 

資産合計 25,526,475 26,062,880 
負債の部   
流動負債   
支払手形・工事未払金等 6,542,942 7,073,159 
短期借入金 5,746,000 4,966,000 
未払法人税等 156,562 207,145 
未成工事受入金 591,698 402,496 
完成工事補償引当金 1,870 1,520 
事業整理損失引当金 36,970 34,555 
その他 1,011,753 636,401 
流動負債合計 14,087,797 13,321,278 

固定負債   
長期借入金 171,000 1,493,000 
再評価に係る繰延税金負債 797,701 797,701 
退職給付引当金 921,386 945,621 
その他 184,267 161,184 
固定負債合計 2,074,355 3,397,507 

負債合計 16,162,152 16,718,785 

㈱高田工業所（1966）　平成24年3月期　第2四半期決算短信

－4－



（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) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,642,350 3,642,350 
資本剰余金 51 51 
利益剰余金 6,887,916 6,981,867 
自己株式 △23,078 △23,286 

株主資本合計 10,507,239 10,600,983 
その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 21,158 3,411 
土地再評価差額金 △713,473 △713,473 
為替換算調整勘定 △451,587 △547,747 

その他の包括利益累計額合計 △1,143,902 △1,257,809 

少数株主持分 985 921 
純資産合計 9,364,323 9,344,095 

負債純資産合計 25,526,475 26,062,880 
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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) 

完成工事高 22,289,603 19,205,818 
完成工事原価 19,964,590 17,528,827 
完成工事総利益 2,325,012 1,676,991 
販売費及び一般管理費 1,274,971 1,295,175 
営業利益 1,050,041 381,816 

営業外収益   
受取利息 1,837 4,661 
受取配当金 7,392 7,167 
受取賃貸料 13,926 13,174 
助成金収入 41,998 42,973 
その他 27,972 20,040 
営業外収益合計 93,127 88,016 

営業外費用   
支払利息 45,052 41,256 
売上債権売却損 28,031 17,382 
為替差損 17,226 5,634 
追悼式典費用 38,277 － 
その他 12,983 29,175 
営業外費用合計 141,570 93,449 

経常利益 1,001,598 376,384 
特別利益   
固定資産売却益 14,888 － 
完成工事補償引当金戻入額 100 － 

特別利益合計 14,988 － 

特別損失   
固定資産除却損 1,895 2,145 
特別損失合計 1,895 2,145 

税金等調整前四半期純利益 1,014,691 374,238 
法人税、住民税及び事業税 259,388 177,629 
法人税等調整額 137,697 △18,727 

法人税等合計 397,086 158,902 

少数株主損益調整前四半期純利益 617,605 215,336 
少数株主利益 92 54 
四半期純利益 617,513 215,282 
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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利益 617,605 215,336 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △20,978 △17,746 
為替換算調整勘定 △38,732 △96,261 

その他の包括利益合計 △59,710 △114,007 

四半期包括利益 557,894 101,328 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 557,843 101,375 
少数株主に係る四半期包括利益 51 △47 
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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) 

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 1,014,691 374,238 
減価償却費 242,112 236,105 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 394 △60 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,700 24,235 
完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △100 △350 
工事損失引当金の増減額（△は減少） 47,216 △161 
事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △163,184 △2,414 
受取利息及び受取配当金 △9,230 △11,828 
支払利息 45,052 41,256 
固定資産売却損益（△は益） △14,888 － 
固定資産除却損 1,895 2,145 
売上債権の増減額（△は増加） △1,667,873 △17,479 
未成工事支出金の増減額（△は増加） 631,049 △876,982 
仕入債務の増減額（△は減少） 167,457 542,231 
未成工事受入金の増減額（△は減少） △253,945 △130,038 
その他 18,673 △443,624 

小計 68,020 △262,725 

利息及び配当金の受取額 9,230 11,828 
利息の支払額 △47,859 △41,557 
法人税等の支払額 △487,160 △125,638 

営業活動によるキャッシュ・フロー △457,769 △418,093 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
定期預金の預入による支出 △63,630 △295,450 
定期預金の払戻による収入 419,958 － 
有価証券の取得による支出 △30,000 △30,000 
有価証券の償還による収入 30,000 30,000 
有形及び無形固定資産の取得による支出 △70,099 △176,204 
有形及び無形固定資産の売却による収入 75 － 
投資有価証券の取得による支出 △1,543 △1,683 
貸付金の回収による収入 3,620 1,495 
その他 △4,500 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー 283,880 △471,842 

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） △1,070,000 △980,000 
長期借入れによる収入 － 1,700,000 
長期借入金の返済による支出 △178,000 △178,000 
自己株式の取得による支出 △106 △207 
配当金の支払額 △123,683 △120,904 
その他 △4,183 △8,763 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,375,973 412,123 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,895 △42,487 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,578,758 △520,300 

現金及び現金同等物の期首残高 3,541,834 2,521,143 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,963,076 2,000,843 
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 該当事項はありません。  
  

  

 該当事項はありません。  
  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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