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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第３四半期  32,133  40.0  △1,219  －  △1,071  －  △1,294  －

24年３月期第３四半期  22,951  5.3  △268  －  △271  －  △528  －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 △1,629百万円（ ％） －   24年３月期第３四半期 △1,129百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第３四半期  △16.37  －

24年３月期第３四半期  △6.69  －

  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 

25年３月期第３四半期  45,682  18,268  40.0  231.06

24年３月期  44,601  20,140  45.2  254.73

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 18,268百万円   24年３月期 20,140百万円 

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  － 0.00 －    

25年３月期（予想）      0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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  48,000  35.2  △1,000  －  △850  －  △930  －  △11.76

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料2ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 79,139,500株 24年３月期 79,139,500株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 75,042株 24年３月期 72,780株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 79,065,786株 24年３月期３Ｑ 79,067,614株

 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、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きが実施中です。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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。
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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、東日本大震災からの復興需要等を背景とした国内需要の下支

えがあり、期後半には、政権交代による経済政策への期待感から為替の円安傾向への変化や株価の回復も見られま

したが、欧州、中国等をはじめとする世界経済の減速、更には日中関係の悪化等に伴い、企業の生産活動や輸出が

落ち込み、民間設備投資も弱い動きが続く等、景気は依然として厳しい状況で推移しました。  

 このような事業環境の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は、前連結会計年度受注分

が売上に寄与し、 百万円と前年同四半期に比べ ％の増加となりました。損益面におきましては、売上高

が増加し、見積設計費を始めとする販売費及び一般管理費も減少いたしましたが、一部大型工事における工事採算

の悪化等もあり、売上原価率が上昇したため、当第３四半期連結累計期間における営業損失は 百万円（前年

同四半期は 百万円の損失）、経常損失は 百万円（前年同四半期は 百万円の損失）、四半期純損失は

百万円（前年同四半期は 百万円の損失）となりました。 

 なお、当社グループでは、売上高が上半期に比べ下半期に、また、第２四半期連結会計期間末及び連結会計年度

末に偏る傾向があります。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。  

 エンジニアリング事業については、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増加）、経常損失 百万円

（前年同四半期は 百万円の損失）となりました。 

単体機械事業については、売上高 百万円（前年同四半期比 ％減少）、経常利益 百万円（前年同四半

期比 ％減少）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加の 百万円とな

りました。これは、受取手形及び売掛金の減少 百万円、株価下落に伴う時価のある有価証券の評価差額の減少

による投資有価証券の減少 百万円等がありましたが、当社、川崎製作所において新工場が完成したことによる

有形固定資産の増加 百万円、現金及び預金の増加 百万円、仕掛品の増加 百万円等の影響によるものであ

ります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加の 百万円となりました。これは、長期借入金の純減少

百万円、賞与引当金の減少 百万円、支払手形及び買掛金の減少 百万円等がありましたが、短期借入金

の純増加 百万円、前受金の増加 百万円等の影響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 百万円減少の 百万円となりました。これは、配当金の支払い及

び四半期純損失の計上による利益剰余金の減少 百万円、その他有価証券評価差額金の減少 百万円等の影響

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 

 通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の実績及び今後の経済動向を勘案し、平成24年

10月31日に公表した平成25年３月期の連結業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成25年1月31日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。  

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

32,133 40.0

1,219

268 1,071 271

1,294 528

22,154 79.2 2,073

1,317

9,979 5.7 1,001

4.3

1,080 45,682

821

310

630 887 894

2,953 27,413

1,000 369 223

4,000 444

1,872 18,268

1,626 191

２．サマリー情報（注記事項）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,459 9,347

受取手形及び売掛金 17,510 16,688

製品 710 751

仕掛品 1,716 2,611

材料貯蔵品 950 1,059

その他 1,094 798

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 30,428 31,242

固定資産   

有形固定資産 5,027 5,657

無形固定資産 478 502

投資その他の資産   

投資有価証券 7,438 7,127

その他 1,290 1,193

貸倒引当金 △61 △41

投資その他の資産合計 8,667 8,278

固定資産合計 14,172 14,439

資産合計 44,601 45,682

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,792 8,568

短期借入金 3,000 7,000

1年内返済予定の長期借入金 2,000 －

未払法人税等 18 14

前受金 2,082 2,526

賞与引当金 593 224

完成工事補償引当金 65 63

受注工事損失引当金 114 463

工場建替費用引当金 92 6

その他 1,318 1,250

流動負債合計 18,077 20,117

固定負債   

長期借入金 727 1,727

退職給付引当金 5,253 5,158

役員退職慰労引当金 230 254

ＰＣＢ処理引当金 34 27

その他 136 128

固定負債合計 6,382 7,296

負債合計 24,460 27,413
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,202 4,202

利益剰余金 10,136 8,509

自己株式 △16 △17

株主資本合計 18,279 16,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,861 1,670

為替換算調整勘定 － △53

その他の包括利益累計額合計 1,861 1,616

少数株主持分 － －

純資産合計 20,140 18,268

負債純資産合計 44,601 45,682
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 22,951 32,133

売上原価 18,835 29,350

売上総利益 4,115 2,783

販売費及び一般管理費 4,384 4,003

営業損失（△） △268 △1,219

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 163 169

為替差益 － 71

その他 15 46

営業外収益合計 180 291

営業外費用   

支払利息 58 58

支払手数料 36 32

その他 89 52

営業外費用合計 183 143

経常損失（△） △271 △1,071

特別損失   

中国工場建設計画中止に係る費用 － 55

投資有価証券評価損 20 －

特別損失合計 20 55

税金等調整前四半期純損失（△） △291 △1,127

法人税、住民税及び事業税 39 19

法人税等調整額 198 232

法人税等合計 237 252

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △528 △1,380

少数株主利益 － △86

四半期純損失（△） △528 △1,294
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △528 △1,380

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △600 △191

為替換算調整勘定 － △57

その他の包括利益合計 △600 △249

四半期包括利益 △1,129 △1,629

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,129 △1,541

少数株主に係る四半期包括利益 － △88
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 該当事項はありません。   

 該当事項はありません。   

Ⅰ 前第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） 

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  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

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  

 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

（５）セグメント情報等

      （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
エンジニアリング事業 単体機械事業 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高  12,365  10,586  22,951

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  12,365  10,586  22,951

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △1,317  1,046  △271

      （単位：百万円）

  
報告セグメント 

合計 
エンジニアリング事業 単体機械事業 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高  22,154  9,979  32,133

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －

計  22,154  9,979  32,133

セグメント利益（△は損失） 

（経常利益（△は損失））  
 △2,073  1,001  △1,071

（６）重要な後発事象
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