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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 40,406 △13.0 2,678 △9.2 2,792 △9.1 1,499 △12.0
25年3月期第2四半期 46,460 5.8 2,951 △12.2 3,071 △9.7 1,705 △9.4

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,875百万円 （35.3％） 25年3月期第2四半期 1,386百万円 （△19.9％）

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

26年3月期第2四半期 32.44 ―
25年3月期第2四半期 36.89 ―

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

26年3月期第2四半期 64,779 32,712 49.8 697.54
25年3月期 62,110 32,226 51.3 689.00
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  32,246百万円 25年3月期  31,852百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 30.00 30.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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   

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 77,000 △18.0 4,500 △12.6 4,700 △12.8 2,600 △7.4 56.24



(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、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きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、実際の数値は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 46,310,892 株 25年3月期 46,310,892 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 81,171 株 25年3月期 80,883 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 46,229,880 株 25年3月期2Q 46,230,121 株
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
 
(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（平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 年 9 月 30 日）におけるわが国経済は、政府の

経済対策や日本銀行の金融政策により円安、株高が進み、輸出関連企業を中心として業績が好転するとともに
設備投資や雇用・所得環境も緩やかに改善し、全体的に回復基調の中で推移しております。 
海外経済でも欧州の財政危機問題や新興国の経済成長の鈍化等を要因とした不確実性はあるものの、米国経

済での堅調な民間需要を背景とする景気回復等により、全体としては持ち直しに向かっております。 
当社グループを取り巻く事業環境につきましては、主要顧客であります石油・石油化学業界では、国内の石

油製品の需要減少や国際的な競争激化等を背景に、過剰設備の廃止・統合化計画が進展するとともに将来の石
油製品需要を見込んだ製油所の石油化学工場化等、国際競争力の強化や事業の再構築のための投資が具体化し
ており、収益体質強化に向けた動きが活発化しています。しかし、一部に設備投資の動きは見られるものの、
設備の廃止・統合の流れの中でメンテナンス投資や設備投資の本格的な回復には至っておりません。 
また、当期（平成 26 年 3 月期）が定期修理工事の端境期にあたり、国内での装置トラブルの発生を踏まえ

たプラントの老朽化対策・事故防止対策・安定稼働のためのメンテナンス投資や工場の石油化学工場化、精製
能力の削減や設備廃止に伴う改造･改修工事等の投資を見込み、受注確保を最優先に取り組んだものの、計画
の中止や国内における鉄鋼・電力業界等を含めたプラント市場の全体的な縮小に伴う同業他社との価格競争の
激化による失注等、当社グループにとっては依然として厳しい受注環境が継続しております。 
当第 2 四半期における業績につきましては、受注高は前年同期比 5.7％減の 430 億 6 千 8 百万円となり、完

成工事高は前年同期比 13.0％減の 404 億 6 百万円となりました。また、経常利益は 27 億 9 千 2 百万円（前
年同期比 9.1%減）、四半期純利益は 14 億 9 千 9 百万円（前年同期比 12.0％減）となっております。 
 
受注高の工事種類別内訳 
    （単位：百万円）

平成 25 年 3 月期 平成 26 年 3 月期
受 注 高 

第 2四半期 第 2四半期 
前年比 増減率 

日常保全工事 11,013 10,512 △501 △4.6%

定期修理工事 21,999 17,365 △4,634 △21.1%

改造･改修工事 10,206 9,907 △299 △2.9%

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 2,439 5,283 2,844 116.6%

合 計 45,659 43,068 △2,591 △5.7%

 
完成工事高の工事種類別内訳 
    （単位：百万円）

平成 25 年 3 月期 平成 26 年 3 月期
完成工事高 

第 2四半期 第 2四半期 
前年比 増減率 

日常保全工事 10,304 10,323 18 0.2%

定期修理工事 21,591 19,724 △1,866 △8.6%

改造･改修工事 7,854 7,212 △641 △8.2%

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
業 新規設備工事 6,596 3,047 △3,548 △53.8%

その他 114 98 △15 △13.8%

合 計 46,460 40,406 △6,054 △13.0%

※その他は、不動産の賃貸、保険代理店業務等であります。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 
 
当第 2 四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より 26 億 6 千 9 百万円増加し期末残高

は 647 億 7 千 9 百万円となりました。この主な理由は、仕掛工事の増加に伴う資金需要及び税金、配当金の
支払いにより現金及び預金が 24 億 7 百万円減少したものの、期末直近の売上高増加により受取手形・完成工
事未収入金が 35 億 9 千 9 百万円、期末仕掛工事の増加による未成工事支出金が 15 億 5 千 7 百万円それぞれ
増加したことによるものであります。 
負債合計は、前連結会計年度末より 21億 8千 2百万円増加し期末残高は 320億 6千 7百万円となりました。

この主な理由は、損失見込額を計上していた工事を売上処理したことにより工事損失引当金が 5 億 7 千 8 百
万円減少したものの、期末直近の工事量増加により支払手形・工事未払金が 24 億 3 千 5 百万円増加したこと
によるものであります。 
純資産合計は、前連結会計年度末より 4 億 8 千 6 百万円増加し期末残高は 327 億 1 千 2 百万円となりまし

た。この主な理由は、四半期純利益の計上等により利益剰余金が 1 億 1 千 2 百万円、株式市場の好転による
その他有価証券評価差額金が 2 億 7 千万円それぞれ増加したこと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 
 
通期業績予想につきましては、当第 2 四半期連結累計期間の実績および今後の見通しを勘案し、本日公表

の「平成 26 年 3 月期第 2 四半期累計期間業績予想との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」の
とおり、連結、個別とも平成 25 年 5 月 9 日公表の予想数値を修正しております。 
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2. サマリー情報(その他)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 
 
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。 
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,464,164 9,057,006

受取手形・完成工事未収入金 27,732,766 31,332,163

未成工事支出金 5,511,752 7,068,866

繰延税金資産 593,647 463,334

その他 374,261 415,536

貸倒引当金 △15,329 △20,148

流動資産合計 45,661,263 48,316,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,545,708 3,464,656

土地 7,466,812 7,466,812

その他（純額） 712,732 694,890

有形固定資産合計 11,725,252 11,626,358

無形固定資産 227,581 211,492

投資その他の資産   

投資有価証券 3,827,741 4,246,756

前払年金費用 422,252 128,046

長期前払費用 5,151 4,787

繰延税金資産 62,852 65,033

その他 283,184 279,463

貸倒引当金 △104,464 △98,806

投資その他の資産合計 4,496,719 4,625,280

固定資産合計 16,449,553 16,463,131

資産合計 62,110,816 64,779,890
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 23,353,842 25,788,926

短期借入金 428,466 813,882

未払法人税等 844,501 1,207,711

未成工事受入金 789,252 784,902

工事損失引当金 578,234 －

完成工事補償引当金 8,200 17,700

賞与引当金 811,342 824,452

役員賞与引当金 22,300 2,400

その他 2,022,490 1,699,193

流動負債合計 28,858,629 31,139,168

固定負債   

長期借入金 317,327 192,011

繰延税金負債 278,395 318,203

退職給付引当金 66,461 64,719

役員退職慰労引当金 112,611 123,112

その他 251,115 229,958

固定負債合計 1,025,910 928,005

負債合計 29,884,539 32,067,173

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,754,473 2,754,473

資本剰余金 1,688,884 1,688,884

利益剰余金 27,205,545 27,318,451

自己株式 △37,463 △37,689

株主資本合計 31,611,439 31,724,119

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 333,418 603,489

為替換算調整勘定 △92,167 △80,672

その他の包括利益累計額合計 241,250 522,817

少数株主持分 373,587 465,780

純資産合計 32,226,276 32,712,716

負債純資産合計 62,110,816 64,779,890
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

完成工事高 46,460,947 40,406,406

完成工事原価 41,750,386 35,865,646

完成工事総利益 4,710,561 4,540,760

販売費及び一般管理費 1,758,842 1,861,791

営業利益 2,951,718 2,678,969

営業外収益   

受取利息 8,268 2,949

受取配当金 47,444 43,597

受取賃貸料 83,204 85,874

受取保険金 138,194 －

為替差益 － 30,970

その他 28,452 30,152

営業外収益合計 305,564 193,544

営業外費用   

支払利息 11,715 12,780

売上割引 69,034 51,748

為替差損 71,768 －

その他 33,725 15,093

営業外費用合計 186,244 79,621

経常利益 3,071,038 2,792,892

特別利益   

固定資産売却益 383 12,310

特別利益合計 383 12,310

特別損失   

固定資産売却損 3,374 －

固定資産除却損 928 1,522

投資有価証券評価損 33,743 －

ゴルフクラブ入会金評価損 3,914 －

特別損失合計 41,960 1,522

税金等調整前四半期純利益 3,029,461 2,803,680

法人税、住民税及び事業税 1,268,766 1,187,894

法人税等調整額 26,702 22,589

法人税等合計 1,295,468 1,210,484

少数株主損益調整前四半期純利益 1,733,992 1,593,196

少数株主利益 28,774 93,390

四半期純利益 1,705,218 1,499,805
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,733,992 1,593,196

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △353,173 270,874

為替換算調整勘定 5,746 11,495

その他の包括利益合計 △347,427 282,369

四半期包括利益 1,386,565 1,875,565

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,358,942 1,781,373

少数株主に係る四半期包括利益 27,622 94,192
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 3,029,461 2,803,680

減価償却費 242,969 245,976

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,641 △839

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7,900 9,500

工事損失引当金の増減額（△は減少） △113,100 △578,234

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,364 13,110

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,850 △19,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 274,704 292,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △137,254 10,501

受取利息及び受取配当金 △55,713 △46,547

支払利息及び手形売却損 11,715 12,780

為替差損益（△は益） 62,207 △3,958

投資有価証券評価損益（△は益） 33,743 －

ゴルフクラブ入会金評価損益（△は益） 3,914 －

固定資産売却損益（△は益） 2,991 △12,310

固定資産除却損 928 1,522

売上債権の増減額（△は増加） 2,077,967 △3,599,396

未成工事支出金の増減額（△は増加） △3,260,336 △1,557,113

仕入債務の増減額（△は減少） △4,709,890 2,435,084

未成工事受入金の増減額（△は減少） △231,549 △4,350

未払消費税等の増減額（△は減少） △99,060 △273,417

その他 79,338 △174,154

小計 △2,813,989 △445,602

利息及び配当金の受取額 55,713 46,547

利息の支払額 △11,715 △12,780

法人税等の支払額 △2,422,288 △777,935

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,192,280 △1,189,770

投資活動によるキャッシュ・フロー   

長期性預金の預入による支出 △11,500 △159,930

長期性預金の払戻による収入 200,000 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △242,017 △122,913

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,558 15,276

投資有価証券の取得による支出 △86,498 △2,790

投資有価証券の売却及び償還による収入 200,325 －

貸付けによる支出 △35,495 △940

貸付金の回収による収入 13,110 4,832

その他 2,868 △749

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,351 △267,215

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） △221,695 294,000

長期借入金の返済による支出 △131,066 △33,900

自己株式の取得による支出 △109 △225

配当金の支払額 △1,153,159 △1,383,430

少数株主への配当金の支払額 △2,000 △2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,508,031 △1,125,556

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,512 15,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,714,473 △2,567,088

現金及び現金同等物の期首残高 16,414,414 11,452,664

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 416,620 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,116,561 8,885,575
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（４）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） 

   該当事項はありません。 
 
（セグメント情報等） 

  【セグメント情報】 
   前第 2 四半期連結累計期間（自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 24 年 9 月 30 日） 
   当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの

業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」

は不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 
 
   当第 2 四半期連結累計期間（自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日） 
   当連結グループは、報告セグメントがエンジニアリング業のみであり、当連結グループの

業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」

は不動産の賃貸、保険代理店業務などであります。 
 
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

   該当事項はありません。 
 
 

新興プランテック(株)（6379）平成26年3月期第2四半期決算短信

－10－




