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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、デフレからの早期脱却と経済再生の実現に向けた
新政権による金融政策等への期待感から、円安や株価上昇など景気回復の兆しがみられたものの、欧州
金融不安の長期化や新興国の経済成長の鈍化に対する懸念等により、依然として先行き不透明な状況が
続いております。 
このような事業環境のもと、当第１四半期連結累計期間の業績については、受注高14,302百万円(前

年同四半期比17.7％減)、売上高については繰越工事の増加により、14,683百万円(前年同四半期比
19.1％減)、うち海外工事は879百万円となりました。利益面については、営業利益972百万円(前年同四
半期比0.6％減)、経常利益1,182百万円(前年同四半期比15.1％増)、四半期純利益721百万円(前年同四
半期比17.9％増)となりました。 
なお、セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 
  

（建設工事部門） 

受注高は、発電設備工事の受注が減少したことにより、前年同四半期に比べて部門全体として減少
し、4,295百万円（前年同四半期比34.8％減、構成比30.0％）となりました。売上高についても原子力
および自家用の発電設備工事が減少したことにより、全体として減少し、4,873百万円（前年同四半期
比8.7％減、構成比33.2％）となり、採算性の向上により、営業利益は770百万円となりました。 

  

（補修工事部門） 

受注高は、原子力関連工事が影響したことにより、部門全体として減少し、10,006百万円（前年同四
半期比7.3％減、構成比70.0％）となりました。売上高についても、原子力および自家用の発電設備工
事が減少したことにより、部門全体として減少し、9,810百万円（前年同四半期比23.5％減、構成比
66.8％）となり、営業利益は807百万円となりました。 

  

(イ) 資産 

流動資産は、短期貸付金が10,758百万円増加したものの、現金預金が9,467百万円減少したこと、お
よび受取手形・完成工事未収入金が3,779百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて
970百万円減少し50,189百万円となりました。 
固定資産は、投資有価証券が446百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて282百万

円増加し20,282百万円となりました。 

  

(ロ) 負債 

流動負債は、未成工事受入金が464百万円増加したものの、賞与引当金が595百万円減少したことなど
により、前連結会計年度末に比べて723百万円減少し15,009百万円となりました。 
固定負債は、リース債務が30百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて14百万円増

加し2,303百万円となりました。 

  

(ハ) 純資産 

純資産は、その他有価証券評価差額金が335百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比
べて21百万円増加し53,159百万円となりました。 

  

連結業績予想等については、平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました
第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 
 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。  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 19,744 10,276

受取手形・完成工事未収入金 22,207 18,428

有価証券 1,010 1,010

未成工事支出金 6,979 8,615

材料貯蔵品 5 5

短期貸付金 － 10,758

繰延税金資産 479 166

その他 734 928

貸倒引当金 △1 －

流動資産合計 51,159 50,189

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 14,914 14,955

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,356 △9,444

建物・構築物（純額） 5,558 5,511

機械・運搬具 10,280 10,306

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,280 △9,394

機械・運搬具（純額） 1,000 912

工具器具・備品 1,658 1,662

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,497 △1,514

工具器具・備品（純額） 160 148

土地 4,365 4,367

リース資産 264 337

減価償却累計額 △114 △127

リース資産（純額） 150 209

建設仮勘定 22 35

有形固定資産合計 11,258 11,184

無形固定資産 223 209

投資その他の資産   

投資有価証券 4,860 5,307

長期貸付金 84 83

賃貸不動産 1,075 1,078

減価償却累計額 △636 △641

賃貸不動産（純額） 438 436

繰延税金資産 454 371

その他 2,817 2,826

貸倒引当金 △136 △137

投資その他の資産合計 8,519 8,888

固定資産合計 20,000 20,282

資産合計 71,160 70,472
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 9,648 9,890

短期借入金 145 123

リース債務 108 124

未払法人税等 73 139

未成工事受入金 2,591 3,055

賞与引当金 796 200

役員賞与引当金 127 21

完成工事補償引当金 23 28

工事損失引当金 144 82

その他 2,075 1,343

流動負債合計 15,733 15,009

固定負債   

リース債務 158 189

繰延税金負債 3 3

退職給付引当金 2,020 2,002

その他 105 107

固定負債合計 2,288 2,303

負債合計 18,022 17,312

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,000 4,000

資本剰余金 4,645 4,645

利益剰余金 44,011 44,151

自己株式 △1,114 △1,571

株主資本合計 51,543 51,226

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,248 1,583

為替換算調整勘定 △91 △94

その他の包括利益累計額合計 1,156 1,489

少数株主持分 437 443

純資産合計 53,137 53,159

負債純資産合計 71,160 70,472
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 18,152 14,683

売上原価 15,861 12,343

売上総利益 2,290 2,340

販売費及び一般管理費 1,312 1,368

営業利益 977 972

営業外収益   

受取利息 5 6

受取配当金 49 49

為替差益 － 121

固定資産賃貸料 25 26

保険配当金 2 2

受取保険金 7 －

その他 64 36

営業外収益合計 156 243

営業外費用   

支払利息 0 0

固定資産賃貸費用 25 25

為替差損 67 －

その他 13 7

営業外費用合計 107 32

経常利益 1,026 1,182

特別損失   

投資有価証券評価損 5 －

ゴルフ会員権売却損 － 0

特別損失合計 5 0

税金等調整前四半期純利益 1,021 1,182

法人税、住民税及び事業税 80 130

法人税等調整額 330 321

法人税等合計 410 452

少数株主損益調整前四半期純利益 611 730

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 9

四半期純利益 611 721

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 9

少数株主損益調整前四半期純利益 611 730

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △319 335

為替換算調整勘定 △14 △2

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 △334 333

四半期包括利益 276 1,063

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 277 1,054

少数株主に係る四半期包括利益 △0 9
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成25年５月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式738,000株の取得を行いまし

た。この結果、当第１四半期連結累計期間において自己株式が457百万円増加し、当第１四半期連結

会計期末において自己株式が1,571百万円となっております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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(注) １.建設工事部門は、火力、原子力発電設備や製鉄関係、環境保全、化学プラント等の設備据え付けや改造工事

等と、これらの設備に付帯する電気計装工事、保温、塗装工事他の施工、および各種プラント設備の解体、

廃炉措置等の事業。 

 ２.補修工事部門は、同上の各種プラント設備の定期点検、日常保守、修繕維持等の事業。  

  

  

  

  

（セグメント情報等）

前第１四半期 
連結累計期間

(自 平成24年４月１日
  至 平成24年６月30日)

当第１四半期
連結累計期間

(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

比較増減
(△は減少)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
  至 平成25年３月31日)

セグメントの名称
金額

(百万円)
構成比率
(％)

金額
(百万円)

構成比率
(％)

金額
(百万円)

金額
(百万円)

構成比率
(％)

受
注
高

建設工事部門 6,592 37.9 4,295 30.0 △2,296 21,754 35.7

補修工事部門 10,790 62.1 10,006 70.0 △783 39,170 64.3

合計 17,382 100.0 14,302 100.0 △3,080 60,924 100.0

売
上
高

建設工事部門 5,336 29.4 4,873 33.2 △462 27,026 39.7

補修工事部門 12,816 70.6 9,810 66.8 △3,005 41,117 60.3

合計 18,152 100.0 14,683 100.0 △3,468 68,144 100.0

受
注
残
高

建設工事部門 20,172 62.2 13,066 51.1 △7,106 13,644 52.5

補修工事部門 12,250 37.8 12,524 48.9 274 12,328 47.5

合計 32,422 100.0 25,591 100.0 △6,831 25,972 100.0
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